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はじめに 
 

カザフスタンは、広大な自然と、エネルギー資源、鉱物資源に恵まれた資源大国である。その

ポテンシャルは、石油、天然ガス、ウランにとどまらず、クロム、亜鉛、マンガン、銅、鉄など

の鉱物資源においても埋蔵量が世界全体の10～30％に及ぶものが数多くあり、世界各国から、そ

して世界のメジャー鉱物資源企業から注目されている。 

 一方、カザフスタンにおける資源開発は、1991年の共和国独立後、エネルギー関係を皮切りに

資源開発分野での外資導入が進展してきたが、徐々に外資への規制が整備され、特に2005年前後

から国が資源開発への関与を強めてきている。2007年後半から2008年前半にかけては、既存の鉱

業ライセンス契約の見直しがなされたほか、ライセンス管理や税制面でも鉱物資源採掘税（MET）

の導入が提案されるなど、制度的な強化が行われてきている。 

こうした中、従来の地下資源利用関連の法制を包括的に見直し、ライセンス管理強化、税制面

での強化などの一連の資源ナショナリズムの流れを踏襲した、「地下資源とその利用に関する新法

案」が2008年7月に策定・公表され、その後10月にカザフスタン議会下院に提案された。同法案は、

その後、公聴会、外資を含めたシンポジウム等における検討作業を経て、大統領の署名を待って

いる状況であったところ、今般、ナザルバエフ大統領は、去る2010年7月7日に署名し、同法案は

成立・施行された模様である。同時に同大統領は、鉱物資源分野を今後4年間で現在の2.5倍の産

業規模に拡大するよう指示したとのことである。 

 一方、カザフスタンの法制度は、ロシア語・カザフスタン語で公布されていることから、その

正確な内容把握には多少の時間を有する。そのため、まず、旧法の規定と新法の入手可能な 新

条文（2008年8月末）を基に、新しいカザフスタンの地下資源利用法及び関係法令の状況を紐解く

こととしたい。関係法令としては、地下資源利用法、投資法、関係する税制に加え、労働規制、

環境規制、政府関係の情報などについても報告することとしたい。 

 本報告が、カザフスタンにおける日本企業の鉱物資源活動の一助となれば幸いである。 
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１ カザフスタン共和国について 

 カザフスタン共和国は中央アジアに位置する内陸国で、西部はカスピ海に面し、国境をロシア、

中国、キルギス、ウズベキスタン、トルクメニスタンと接し、110か国以上と外交関係を結んでい

る。国土面積は272.5万 km²と世界9位（日本の7倍、西ヨーロッパと同等の大きさ）である。国土

の大部分が大草原地帯で、中央部から南部にかけては砂漠が広がり、南部に山脈が連なる。気候

は大陸性で、夏季は気温30℃、冬季は-45℃にもなる。 

 国内は、14の州に区分されている－それらは、Almaty、Akmola、Aktobe、Atyrau、Pavlodar、

Karaganda、Kostanai、Kyzyl-Orda、Eastern Kazakstan、Western Kazakhstan、Mangistau、

Northern Kazakhstan、Southern Kazakhstan、Zhambyl である。また、Almaty と首都の Astana

が行政指定地区に定められている。 

 総人口は1,597万人(2009年)、人口密度は5.9人/km²、主要都市としては、首都 Astana（1997年

12月に首都移転：67.8万人）、Almaty(120万人)などがある。 

 民族構成は、カザフ人53.4％、ロシア人30％等となっていて、イスラム教徒、ロシア正教徒が

大半を占める。公用語はカザフ語だが、ロシア語もカザフ語と対等またはそれ以上に使用されて

いる。大半の公文書にはロシア語が使用されているが、政府はカザフ語の普及を図っている。 

 カザフスタン共和国は、1920年以降、旧ソビエト社会主義共和国連邦を構成する自治共和国で

あったが、1990年10月25日に共和国主権宣言、翌1991年12月16日に共和国独立宣言を行った。 

 国家元首は、自治共和国時代に共産党第一書記・大統領だったヌルスルタン・ナザルバエフ

(Nursultan NAZARBAYEV)氏が、共和国独立以降、引き続き大統領を務めている（2005年12月

再選、任期7年）。政府のトップはカリム・マシモフ首相である。 

 主要産業は、鉱業、農業、冶金･金属加工業で、主要な経済指標は、GDP が1,322億 US$、一人

当たり GDP では8,501US$、実質 GDP 成長率は3.2％、物価上昇率は17.2％（以上、出典は IMF）、

失業率は6.6％で、通貨はテンゲ（KZT：2009年2月に通貨価値が25％下落。2009年第4四半期の交

換レートは1 US$が148.7 KZT）である。 

 主な資源埋蔵量は、石油398億バレル（世界シェア3.2％）、天然ガス1.82兆 m3（同1.0％）、ウラ

ン（世界第2位）、クロム（世界第2位：クロム酸塩（世界の埋蔵量の30％））、亜鉛（世界第5位：

同13％）、鉄（同10％）、銅（同10％）、鉛（同10％）、金、マンガン鉱（25％）などである。 
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（出典: 米国 CIA） 
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主要マクロ指数 

 

 2007年 2008年 2009年 

マクロ経済指標 

実質GDP成長率、％  108.9 103.0 101.2

名目GDP、百万US$ 106,816 131,713 107,000

工業生産成長率、％ 104.5 102.1 101.7

失業率、％  7.3 6.6 6.5

CPI、％（12月まで） 118.8 109.5 106.2

マネーサプライM3、百万US$ 38,486 51,894 49,754

マネタリーベース（準備預金）、百万US$ 12,171 12,629 16,510

法定平価、テンゲ/US$ 120.3 120.8 148.4

レフィ・レート、％ 11.0 9.5 7.0

国家財政 

国家予算の黒字額/赤字額、対GDP比％ -1.7 -2.1 -3.1

国家債務、対GDP比％ 2.0 1.6 2.5

総国家債務／国家予算歳入、％ 8.7 6.5 11.4

国家対外債務、百万US$ 2,099 2,167 2,704

国際収支 

経常収支、百万US$ -8,226 6,978 -2,833

経常収支、対GDP比％ -7.8 5.3 -2.6

資本財政運営の残高、百万US$ 8,366 1,219 5,554

資本財政運営の残高、対GDP比％ 8.0 0.9 5.2

輸入、百万US$ 33,260 38,452 28,409

輸出、百万US$ 48,351 71,971 43,196

外貨準備と債務 

対外総債務、百万US$ 96,914 107,813 

対外総債務、対GDP比％ 90.7 81.9 

National Bank of Kazakhstanの国際総準備、

百万US$ 

17,629 19,872 23,218

カザフスタン内国債資産、百万US$ 21,006 27,486 24,368

国際準備と内国債資産、百万US$ 38,635 47,358 47,586

出典: Agency of Statistics; Customs Service, National bank, KazKommertzBank. 
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２ カザフスタンの鉱業と地下資源に関する規制 

2-1 政治的背景 

 ソ連崩壊後の1991年に新しく誕生した多民族国家カザフスタンの特徴は、政治的な安定と寛容

さである。近隣諸国とは異なり、過去20年間に民族紛争や政治革命が一度も起こっていない。ま

た、カザフスタンは地政学上主要な役割を果たす国になることを望んでいて、鉱物資源の国際的

競争力を生かし、外資の誘致を含めた全方位政策を実施している。 

 アジアの経済発展諸国の後を追うために新しく建設した首都 Astana は、国に近代的なイメー

ジを与え国民の一体感をよみがえらせた。その一方で、「平等」の侵害が甚だしく見られるように

なった。日常の会話で、ロシア語に代わって徐々にカザフ語の使用が広がるにつれ、民族意識も

ますます強まっている（日常業務はカザフ語で行われるようになったが、法令や法律文書はまず

ロシア語で起草されてからカザフ語に翻訳されている）。 良の実務習慣や技術をいち早く導入し

たいという意欲は、積極的な、学習、海外からの導入、情報開示と取得、透明性の高いコミュニ

ケーションとなって現れてきた。しかし、旧ソ連的なメンタリティは、特に社会における平等観

に関して、根強く残っている。 

 同国は、民主主義国家としての特性を備えている一方、権威主義的支配体制も存在している。

政治的戦略に限らず、日々の事柄を決める際も、終身大統領の N. Nazarbaev が主導権を握って

いるため、大統領による発言をすべて注意深く聞くことが強いられる。例えば、90年代には超特

権的条件の下に投資家を個人的に勧誘してきた大統領は、2010年の初めには次のように述べてい

る。「投資家は、不可侵とされてきた領域から去るべきときがきた。」ボリビアやベネズエラとは

異なり、カザフスタンは国の状態が安定しているので、地下資源の使用に関する「革命的」見直

しは必要ない。しかし、権力の継承に関連する将来的なリスクは残る。 

 エリート階級の出身地は歴史的に北部、中部、南部に分かれていて特別な集中は見られない。

だが、汚職の問題などと相まって、勢力バランスが阻害された場合には、敵対関係が生じる可能

性がある。また、カザフ系住民の民族意識を意図的に強化すると、国内の民族対立を悪化させか

ねないという潜在的な危険性をはらんでいる。 

 

2-2 資源に基づく経済 

 カザフスタンは、石油、ガス、石炭、鉱物などの資源が非常に豊富である。特筆すべき鉱床は

493か所あり、鉄鉱石、クロム、ウラン、銅、ニッケル、コバルト、金、ボーキサイト、モリブデ

ン、鉛、ベリリウム、タンタル、銀、リン、亜鉛、マンガン、バライト、カドミウム、ヒ素など

1,225種類の鉱物を含んでいる。国際的にも重要な資源としては、石炭、石油、クロム酸塩（世界

の埋蔵量の30％）、鉄（同10％）、銅（同10％）、鉛（同10％）、亜鉛（同13％）、金、マンガン鉱（同

25％）などがある。天然鉱物の採掘に関わる産業は経済の 大のセクターとなっている。  

 

2-3 鉱業とその重要性 

 カザフスタンは世界70か国の主要鉱業国中、13位の固体鉱物産出量を誇る。鉱業と冶金におけ

る輸出の割合は95％、工業生産高のシェアは21％を占め、外資を惹きつけている。主要な輸出品

目は鉄・非鉄金属である。 

 こうした中で、カザフスタンは、石油、ガス、ウランを特に重視している。エネルギー資源採

掘で順調な成長をなし遂げ、2009年、カザフスタンはウラン採掘量では1位（1万5,000トン）とな

り、石油精製はこの数年増加が停滞しているものの1996年の水準の12倍にまで増加した。過去
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10年間の外国からの投資は1,320億US$にのぼる。 

 また、世界をリードする強力な国有企業 Kazmunaigas と Kazatomprom が政府により設立さ

れているが、非鉄冶金は戦略部門の一つであり、政府は加工レベルをあげることに一層の注意を

払っている。というのも、この部門が政府予算に大きな歳入をもたらしているからである。 

 エネルギー・鉱物資源省によると、2010年1月1日現在、モニターされている地下資源は2,888

件あり、その内920は共和国の資産で、更にその内の424は固体鉱物であった。 

 

2-4 地下資源に関する規制 

 国家経済における鉱物資源のウェイトを考慮すると、地下資源の使用に関する規制は非常に重

要な意味を持つ。旧ソ連崩壊の混乱後、カザフスタンの市場経済法制度整備のため、多くの法令

が90年代に、急遽、制定された（重要な法律の幾つかは、大統領令として制定）。この結果、国家

経済政策の優先順位の変化や他国の地下資源利用者との軋轢の経験を反映して、これらの法律の

多くが変更や修正を余儀なくされている。改定の主な傾向は、国家の役割強化と、ガス・石油・

鉱業に関して外国投資家に対する優先付けである。 

全体的に、カザフスタンでは原材料の低価格状況の中で投資活動の管理に対して、格別な注意

は払われてこなかった。機関投資家は特権的存在と見なされていたのである。しかし、原材料の

価格が上昇した状況下では、特権を与える意味が無いと考えられるようになり、投資家に対する

態度は変わった。これを受け、2007年～2009年にかけて、立法ベースの経済活動の規制は非常に

細かい点にまで及び、地下資源使用もそれに含まれることとなったのである。 

 2008年半ばから、地下資源と地下資源の使用に関する新しい基本法規を成立させるプロセスが

始まっている。地質委員会によれば、2010年５月もしくは６月には成立する見込みである。新し

い税法が2009年1月1日から施行され、それによっても、地下資源使用への課税に基本的な変更が

加えられている。2007年に成立(2008年発効)した環境法は、環境汚染に対する代価支払いを大幅

に増やしている。2007年には労働法が成立し、2009年1月1日からは移転価格に関する法律が施行

され、現地調達率の基準が強化されている。 

 

 他国の過去の経験を学習して規制の改定が進められ、さまざまな分野において国家の存在感が

強まった。カザフスタンは、多くの点においてロシアの鉱業の現状を検討しつつ、PSA における

国家のシェア拡大の段階を模倣する一方で、鉱業分野の税負担をより少なくすることでロシア鉱

業より魅力的なものにしている。 

 

 特に国の役割を強化する修正を加えつつ、カザフスタンは以下の施策を実行することにより投

資環境を魅力的なものにし続けようとしてきた。 

- 公的・民間の経済的利益のバランスと地下資源使用契約における対等性 

- 補助金交付手順、地下資源利使用権の移行または譲渡の明確性 

- 地下資源所有権に関して一貫性を伴った体系 

- 地下資源使用にあたり弱まりつつある競争力の再確保 

 

2-5 カザフスタンの法制度 

 カザフスタンの法律制度は大陸法系（ローマ法・ドイツ法）に属し、「民法」を持つ。また、実

定法は、憲法、規範的な法令、国際条約、さらに憲法制定評議会や 高裁の規範的な決議に基づ

いている。カザフスタンが批准した国際条約は国内法に優先している。 



－6－ 

 裁判所は法治主義と、様々なレベルの立法機関による制定法や国際条約（憲法以外の国内法と

不一致の場合、それらを無効にすることができる）を厳格に適用しており、慣例は適用しない。

ある具体的な事例において関連法がない場合、裁判所は類似する法律の条項を適用する。類似す

る法律がない場合は法の精神が適用される。 

 

2-5-1 法制度下の優先 

 市場志向改革の混乱の中で作られた新しい法律は規範的法令の草案から独自に形勢された。こ

のため、調整が不十分であり体系性を欠き、これらの法の間に矛盾が生じることとなった。これ

を調整するため、効力の優先順位が1998年3月24日付の「About Normative Legal Acts」の第3条

第4項で定められた。 

 地下資源法は民法より優先されるが、地下資源法に定義や判決のない場合は民法が適用される。 

 

2-5-2 法典化 

 2000年代には法の基礎が大まかながら形成され、法制度の整備は実効性を明確にしてきた。法

典が作成され法体系の 重要部分が完成するに至ったのである。異なった時期に採用され相互に

連携のない規範法は一貫性を欠いており、上位法に位置づけられる民法、税法、環境法、土地法、

労働法、水法などが導入された。同時に、多くの規範法（法令、政令、条例など）が今なお様々

な効力を有し、更に新たな法律が制定され続け、国家の法体系に面倒な階層性を残したままにな

っている。このため、法典化を絶えず監視し続けることが余儀なくされている。 

 

2-6 地下資源に関する規制の経緯 

 地下資源に関する規制の背景を理解するためには1990年代からの法の発展の経緯を整理する

と分かりやすい。 

 

2-6-1 1990年代 

 1990年代、旧ソ連崩壊後１年目のカザフスタンの主な課題は市場経済への移行であった。民間

セクターによる国家歳入もない状態で衰退していたこの国は、緊急の解決策として、まず、唯一

魅力的で競争力を有する分野である地下資源の使用、中でも石油産業を民営化して外資の誘致を

図った。1990年代は原油価格が世界的に著しく低かった時期でもある。 

 1990年代の市場改革の結果、公共部門は削減され、対外貿易が自由化された。そして資本移転

や為替の規制は緩和され、外国からの投資が奨励された。 

 

 1991年～1994年は、外国の投資会社にとってリスクは大きかったものの有利な時期であった。

この時期の特徴としては、大規模な海外の投資会社と地下資源の使用に関する20年、30年、50年な

ど長期間の個別契約が締結されたことである。投資会社のための所得税方式とその不変の原則は、

後に実施された法律の変更にかかわりなく、その所得税法式が採用されている全期間において有

効であると定められた。これらの規約は現在も効力を有している。 

 1994年、カザフスタンは鉱業、冶金、電力部門を含む主要産業の国営企業の大規模な民営化プロ

グラムを開始。 も魅力的な資産は、外資系企業や在留外国人によって購入された。 

 

1990年代の地下資源の使用に関する規制 

1994年4月5日1637号カザフスタン共和国大統領令《地質学的研究および採掘作業のための地
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下資源使用の合理化に関する追加措置》により地下資源使用権が1994年から1996年まで付与さ

れた。この時期、カザフスタン地質・地下資源保護省は、地下資源を利用する権利をライセン

スとして認可・付与することを決定し、この決定に係る法案を国会に提出した。 

この法令は、1996年1月27日2828号カザフスタン共和国大統領令《地下資源とその使用》に

受け継がれ、現在も施行されている。1997年～1999年までは、国の投資委員会がライセンスを

発行していた。1999年、条項の追加や修正を経て、ライセンス制度は契約制度へと移行した。

1999年以降、地下資源使用権の発行と契約の締結は投資庁が行っていたが、2000年初めから

2010年3月までは地下資源使用契約締結の権限はエネルギー・鉱物資源省が保有している。大

統領令《地下資源とその使用》は、その後2001年、2004年、2007年に改正された。 

 

1990年代の外国投資に関する規制 

 外国投資に関する法律は1994年12月27日に成立し、大統領令により1995年3月23日から施行

されている。この法律は、カザフスタンにおける外国投資誘致の主な法的・経済的基盤を定義

し、外国投資保護を国が保証することを定め、その組織形態や外国投資家参入に関する係争の

解決方法を定義している。この法律は、現在施行されている投資に関わる新法が成立した2003

年1月8日まで存在した。1997年2月28日、直接投資支援法が成立し、これにより、投資プロジ

ェクト促進の基本対策が登録され、投資契約の条件および契約や取消しの方法が定められた。

1997年4月5日、特権制度と優遇措置および、投資家との契約締結許可に関する大統領令3445号

が発令され、国の投資委員会と投資家の間の契約締結の際に特権を与える規制が定められた。

この大統領令はカザフスタンの投資特権の基本システムとなった。 

 

地下資源の使用に関する税法は以下の主な過程を経て発展した。 

- 1991～1995年 すべての税金の条件が採掘契約により決定された。 

- 1995～2004年 鉱物資源利用者に対する課税条件（課税制度不変の原則など）を統一した旧

税法および新税法が採用された。 

- 2004～2008年 税法の強化（レンタル税徴収、課税制度不変の原則の取り消し）。 

- 2008年 新しい税法と移転価格法の制定。 

 

1995年4月24日、税金およびその他の義務的な支払いに関する法律2235号が施行され、在住

者と非在住者で基本的に等しい税率が採用されるようになった。つまり、投資家が課税の形態

で優遇されることがなくなったのである。外国の投資家は、法律や簿記システムの不完全さと

不安定さ、そして高水準な課税と税システムの欠陥に不満を表した。投資家の税システムに対

する不満は、2001年6月12日の税法209-II 号の採用により解消された。第5条「投資税の優遇」

により、法人所得税や地租、資産税の基本的な優遇が認められ、簿記システムも改良された。

 

2-6-2 2000年代 

 成長を遂げつつある国内事業者からの不満により、譲許的条件や事業に関する保証が事前方式

で外国の投資家に与えられ始めた。1997～2003年、国内外の投資家の間で和解が見られ、海外の

投資に対する国家の体制が2003年の投資法によってようやく確立した。この法律は現在も施行さ

れている。カザフスタンにいる外国人投資家の黄金時代はこうして終焉した。 

 

 石油と鉱物の世界価格の上昇により、2004年までに原材料の輸出業者に関する規制の強化の動
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きが明らかになってきた。2004年には、輸出の石油に輸出税が課され、2007年、鉱山採掘権レー

トの引上げとその計算方式の変更、そして製品加工を行わない輸出業者に対する付加価値税還付

の取消しが提案された。 

 国家と外資系企業の間の摩擦は、採掘企業に対する税法強化を招いていた。Kashagan石油プロ

ジェクトの制限、PSAの契約上の取消しなど、多くの点でこれと深く関係している。 

 

カザフスタンでは、90年代半ばから2004年までに14件の PSA（石油埋蔵量の大きい

Karachaganak、Kashagan、Kyrmangazy について）が締結された。ロシアでは3件、アゼル

バイジャンでは28件の PSA が締結されている。ロシアでは、PSA は90年代に締結されたが、

後に廃棄された。外国からの投資を誘致するために、油田の開発が国際資本コンソーシアムと

いう形で行われているが、ここでは、ロシアの企業が主導権を握っている（例：Shtockman

オフショアガス田）。 

 

 地下資源と地下資源使用に関する法に加えられた も大きな変更は、2004年と2007年の地下資

源使用権の譲渡における国の優先権と、国が地下資源使用契約を一方的に解除する権利の導入で

ある。 

 地下資源使用企業に係る違反行為と争点整理のための明確な基準(規範)が欠如していたため、

いくつかの変更が規範につけ加えられた。特に、地下資源使用企業（海外投資家に限らない）の

契約履行状況を調査した結果、利益に関する違反行為とそのような利益の適正保護を保証する規

範の欠如が認識され、これらに関わる点で変更が加えられたのである。海外の投資家は、契約に

基づいて取得した地下資源は自分たちの所有物だと考えたが（これらの権利を売買する試みもあ

った）、カザフスタンはそれを許さなかった。なにより、地下資源が国の独占的財産であることは

憲法で定められているのである。国は、エネルギー・鉱物資源を、単なる貿易物資としてではな

く、経済発展の強力な武器として考え、エネルギー・鉱物資源に対して厳格な戦略的法統制を実

行した。特に、2007年の地下資源法の改正により、国は投資家にたいして政治的に強い影響力を

持つことになった。2009年には、戦略的な鉱床リストの成立により、国の力は強化されている。  

 

2007年8月23日制定の「地下資源使用契約の見直し企画を発展させるワーキンググループの設

置」の首相令により以下のことが定められた： 

1. 地下資源使用に関するすべての契約の分析を行う。 

2. 2007年10月1日まで、本来の経済的利益を関係者に取戻すために地下資源使用契約の修正や

追加に関する提案を作成して政府へ提出する。 

 

その後エネルギー・鉱物資源省大臣は、地下資源使用契約義務の履行情況を詳しく調査した

結果を報告した。「2008年の前半は、20の契約が解除された。2007年の11月と12月には84の契

約が解除された。そのうち多くが現在法定で係争中である。しかし全体的には、契約の履行状

況は設定された基準のおかげで大きく改善された。2007年の前半は、契約の責任を果たしてい

る企業の割合は70％を超え、今では90％以上となっている。」 

 

 エネルギー・鉱物資源省の S.Mynbaev は政府の会議（2009年2月23日）で以下のように述べた。 

 

・契約解除の手続きの過程で、現在の法律に多くの不備が見つかり基本的改正が必要になった。
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これに関連して、エネルギー・鉱物資源省はカザフスタン共和国予算議会に地下資源と地下資

源使用の新法を提出した（2008年8月に審議のため省庁へ送られた）。 

・2009年、エネルギー・鉱物資源省は以下の取組みを実施した。 

1. 地下資源と地下資源使用に関する法律および必要な関連規範諸法案を制定する 

2. 新法が成立すれば、支払い猶予（2008年8月導入）を取り消すことが可能になると考えら

れる。これは、地下資源使用権獲得の競争による一層の投資の増加、ひいては地下資源使

用と鉱業の効果的な発展につながる。 

3. 不利な経済状況と使用できる財務手段の減少のせいで、地下資源使用企業の投資活動が減

少する可能性があるが、これはおそらく地下資源使用契約上で定められた義務の不履行と

なって現れるだろう。地下資源使用企業への客観性のある統一的なアプローチとして、財

務上の義務を例えば50％以上を果たした場合には、その地下資源使用契約を破棄しないと

いう案が提出された。 

・2009年、契約上の義務を果たさなかった企業の数は308であったが、そのほとんどは大規模な

地下資源使用企業ではなかった。 

 

2-7 「地下資源と地下資源使用に関する」新しい法案 

 新地下資源利用法案の審議過程を見ると、新法案は、カザフスタンでは非常に重要かつ議論の

余地のある法令であり、カザフスタンの《未熟な憲法》をも象徴している。2010年3月、この法案

は上院で審議され、地質委員会によると2、3か月後には承認される見通しとなっている（後記：

実際には2010年7月承認）。 

 

 2010年3月、法案を上院に提出したエネルギー・鉱物資源省は、この法案が直接行動の原則をも

たらすと宣言した。同省によると、1996年に施行された法や1995年の石油法は長い間不適切なも

のになっており、特に地下資源使用権の付与令は、直接交渉においては意味のないものになって

いて、国の優先権などを具体化する手順を備えていなかった。現段階における地下資源使用企業

に対する国の基本的な要求は、採取現場のインフラ開発とカザフスタンの人的資源の 大活用で

もあったのである。 

 

 新法案に関しての重要な観点は、以下の通りである（2010年3月17日～18日、Astanaでの

MINEX’10会議において地質委員会によって発言）。 

 

法案起草の目的： 

1. 地下資源使用に関する法を体系的に完成し、不備を一掃する。つまり、国家の諸機関に独自

に規則を定める権利を与える、など。 

2. この法案の目的は、地下資源所有者として、また地下資源利用者として国家の利益を 大限

に保護することである。これは、より透明性が高く迅速な地下資源利用認可の競争を実行す

るための手続き、多すぎる手続き書類や国家所有権の手続き上の不備をなくすこと、規範の

確立、そして契約上の義務遂行の効率的な監視と管理により実現されること。 

 

 法案には、地下資源使用の一般的な項目だけではなく、既に石油法で定められた石油事業の運

営に関する項目も盛り込まれた。石油法の59の条項のうち、42条項が規範を欠いている。地下資

源使用権の付与令が、鉱物の種類に拘わらず共通しているので、法規範が複数存在するのを避け
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るためにひとつの法令に統一されるべきである。 

 

 法案は、調査や採掘作業を組み合わせた契約を無効にする。調査作業と採掘が契約時に組み合

わされた形となっていては、将来の作業やその実施条件や財務経費を客観的に計画することはで

きないと政府は考えている。結果として、調査と採掘を組合わせた条件の地下資源採掘現場に対

して、地下資源使用権認可の正確な評価基準を設定することはできないし、落札者を決める入札

委員会がそのように用意された事業の計画や契約に基づく非現実的な応札の数値をベースとする

ことになるからである。 

ただし、鉱床に関しては、戦略的価値や厳しい地質構造を持った地下資源現場の鉱床に関して

は、調査と採掘の組合せが保持された。このような契約の種類の定義は政府決定により定められ

た。 

 

 法案は、現在施行されている法律に従い、調査期間を1回だけ2年の延長可能な6年間に制限して

いる。ただし、発見が見込まれる場合は、調査期間をその見込みに応じて延長することが可能で

ある。延長に必要な条件は、国の地下資源鑑定専門家により発見が認められることと定められて

いる。このような法制度上の新しい試みは探査や評価作業の速度を速め、対象となっているプロ

セスを逸早く経済発展に結び付けるために実施される。 

 

 地下資源使用権認可の手順の簡素化と透明化のために以下を実行する 

1. 競争および直接交渉の両方の方式で地下資源使用権認可を行う手順を詳細に設定する。 

落札者選定基準の定義は2項目だけとなった： 

・ 権利取得ボーナスの規模 

・ 地域の社会・経済の発展とインフラ発展のための地方予算からの控除額（支払額）の規模 

 

申請された権利取得ボーナス支払いに関する税法に改正が加えられた 

 競争が纏められた後に契約保証と申込者の意思の確かさとして50％が支払われ、契約書署

名の後に残りの50％が支払われる。 

 提案された権利取得ボーナスの支払い条件は、政府の意図として、ボーナスの支払いの術

を持たない無一文の「書類上」の企業を競争から排除することになる。 

 

2. 地下資源使用に関する法的規制を確立する書類の完全なリストを定義づける必要性に関連し

て、この法案は契約の締結手続きを見直している。落札者は、調査や採掘に関する契約の締

結に先駆けて設計文書を作成・確定し、その上で鉱床での見積もり作業が行われることとな

る。 

採掘に関する計画文書とは、産業開発プロジェクトのことである。計画文書の指標に基づい

て、契約や作業計画が設定されるが、それらは関連する国家機関において調整される。この

ようにして、7つあった義務付けられていた調査の数は、法律、環境、経済の3つに減らされ

た。 

 

 この法案は、地下資源使用契約の締結における段階ごとの確実な手続きを規定する。そして、

これらの手続きの期限も定められた。特に、契約締結の条件を考慮し、計画文書が承認されるま

での期間は、競争の結果発表の日から調査の場合は18か月、採掘の場合は24か月かかる。 
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 したがって、地下資源利用事業を営むための基礎は、計画文書とその中に示された決定に厳し

く従うことである。計画文書は、地質・地下資源使用委員会で招集された国の関連機関の代表が

構成する合同機関の調査と開発中央委員会によって承認される。計画文書無しに地下資源利用の

事業を営むことは禁止されている。 

 

 年間作業プログラムの廃止が提案されている。廃止の前提条件は、年間作業プログラムが計画

決定と完全に重複し、かつ超過した許可文書の 少化が検討されることである。 

 

 法律には地下資源利用に関する異なる種類の契約やその締結に関する具体的な文言は規定され

ていない。地下資源利用契約の分割の取消しが想定されている。ただし、新税法の成立に関連し

て、将来のPSAの解除はすでに実行されている。 

契約は、締結された業務の種類によって仕分けをすることが提案されている。すなわち、採掘

契約、調査契約、採取・調査契約、おおび調査または採取に関連しない地下建設物の建設または

運営契約である。 

 

 法案は地下資源利用権の譲渡命令、地下資源利用権を保有する法人への参加比率および持ち株

を規定している。地下資源利用権の譲渡許可手続きの欠如は一掃されている。結果として、地下

資源利用権の収集および地下資源利用会社の参加比率（持ち株）の参照、その様な事項の誓約、

法人の再組織化の過程における地下資源利用権譲渡、その他の問題は旧法と比較して解決される

ことになる。また、許可の付与または拒否を行う有資格組織は、特別諮問機関である「地下資源

利用専門委員会」の提起する提案による指導を受ける。 

 

 法案の新しい位置付けは国家の経済安定の問題と関係する。それは、地下資源利用権、参加比

率、持ち株の購入における国家の優先権行使の詳細手続きに関する法の確立である。国営持ち株

会社もしくは国営会社または公認の国家事業体（国家所有委員会）がかかる権利の 終購入者と

して設立される。特別諮問機関‐国家所有権行使に関する部門間委員会の提案に基づき決定が行

われる。 

 

 地下資源利用者が購入するカザフスタン・コンテント（KC）対象の製品、労働、サービスの分

野における国家利益の観点から、段階ごとのKCの継続が法案に規定されている。購入とその相互

作用の働きの管理を行う国家機関が定められ、KCの必要量の点から国家機関の権限が定められ、

統一された基本的構想が提案されている。このようにして、所与の問題に関する規制の基本的側

面とは、個々の契約における契約内容に基づいたKCの規模の設定であり、そしてまた該当する要

求事項に対する地下資源利用者の責任の測定である。 

 

 法案は地下資源利用契約の強制解除手続きの新しい規制を考慮している。有資格機関の主導に

よる契約の期日前解除は以下のケースで発生する。 

1) 有資格機関からの通知を地下資源利用者が受領した後に解除のない場合の、複数の契約条件違

反。 

2) 地下資源利用権購入における国の優先権を地下資源利用者が遵守しない場合。 

3) 戦略的価値があり、カザフスタン共和国の国家安全保障を脅かすような経済的利益の変化につ

ながりかねない戦略的な価値を持った地下資源と鉱床現場に関る地下資源利用作業を地下資
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源利用者が行う場合の政府による決定。 

 

 地下資源利用者の利益を考慮して、司法管轄外の手続きによる契約更新は以下の場合に認めら

れる。 

 契約解除の決定は不確かなデータに基づき承認され、契約条件違反につながった状況は地下資

源利用者に起因するものではなかった場合。 

 

 鉱物資源を処理するカザフスタンの製造業者の設立を促進するめるために修正が行われる。地

下資源利用権の誓約に基づいて受けた融資は、地下資源利用者あるいはその100％子会社の地下資

源利用契約によりカザフスタンの地下資源利用または加工処理作業に利用できる。 

 

 鉱山閉鎖および保護の法律は詳細を示していない。これは政府が2008年1月に発布した法令およ

び州レベルの一般規定の形で存在する。主要規定では、鉱山閉鎖および鉱山清算資金の通常送金

の書類の準備が規定されている。 

鉱山閉鎖問題はカザフスタンにとって今はそれほど重要ではないように見える。現在の採鉱関

係の主要な環境問題はカスピ海沿岸の古い廃棄油井、ソ連時代の廃棄ウラン露天採鉱の管理など

である。 

 

 地下資源利用者に対する国家政策の重要な方針はカザフスタン国内調達（KC）である。  

2002年から2009年、地元産の商品、労務、サービスなどの購入を地下資源利用者に義務づける基

準が立法化された。カザフスタンにおける製造業の競争力が弱いため、投資家への政治的・行政

的な圧力が基本的な手段となっているのである。 

 

外国人地下資源利用者によるKC増加問題が主なテーマとなった2008年末の外国投資家委員会

（Foreign Investors Council）で、ナザルバエフ大統領は、カザフスタンは製品、サービス、

および人的資源の輸入など、当初から外国企業にとって快適で好都合な条件を構築していると

述べた。カザフスタンはこの時点で、国内企業は競争力のある製品やサービスを投資家に提供

する準備が出来ていないことを理解していた。そして今まで両者はKC負担の増加問題に公式に

取り組んできた。世界的金融危機による経済状況の悪化および国家経済の基本部門からの国家

歳入の減少は、KCおよび地方人口の雇用維持の強化や必須条件に影響を与えた。 

 

2-8 社会インフラでも大きな負担を負う地下資源利用者 

 

 採鉱に関する国家税務政策の基本変更が2008年に N.Nazarbeav 大統領によって行われた。大統

領は採掘セクターの費用負担で事業を進めるために租税負担の再配布を決めた。大統領はこの政

策変更を反映した新しい税法（2009年1月1日から施行）の導入を主導した。特に鉱物採掘税がロ

イヤルティの代わりに導入された。 

 法律に対して度々変更が加えられた結果、地下資源利用者は契約の時期により異なる課税方式

を負う（投資家にとっては、異なる期間の規制に精通する必要がある）こととなった。税法はこ

れまで数次に亘る改正がなされてきたが、税率等の課税内容は契約時点での法令が適用となる。

また、カザフスタン政府は、契約書の改訂による適用税率の変更は認めておらず、90年代に締結

された契約については税安定化原則が適用される。このため複数の契約を有する投資家は、契約
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時点によっては、異なる課税内容が適用されることもあり得ることから、実務上混乱を来す恐れ

がある。このような不整合により発生する各種の係争を、カザフスタン政府は協議により解決す

ることとしている。 

 このような経緯から、カザフスタンでは、1990年代に締結された契約は「人質にとられたもの」

とさえ呼ばれ、外国投資家はカザフスタン当局の規制の強化を「資源エゴイズム」と非難するし

ているのであった。だが、カザフスタンにしてみれば、論理の背景は単純である。石油や鉱物の

世界価格の上昇により、契約に定められた価値が薄められていると見なしているのである（ライ

センスや契約の条件は、調査、開発、採掘にかかる高額な費用を考慮して、わずか1バレル20～

25$で締結されている）。カザフスタンは海外市場で取引される石油やガスの収益の分配への影響

力とそこへの参加を強めたいと切望しているであり、地下資源利用者の活動による国家収益を増

やすことを目標としたのである。  

外国投資家への条件強化において、カザフスタンは同様の規制を早くから実施していたロシア

を模範とした（特にサハリンプロジェクト）。カザフスタンよりロシアの方が全体の租税負担は高

く、特に石油は顕著である。 

 

排他的条件が定められる契約でのカザフスタンの税方式は、特に大企業にとってより満足のい

くものである。個人所得税は2006年以降10％である（ロシアは2005年以降13％）。付加価値税

は20％から13％に段階的に引き下げられ、12％まで下がる予定である（ロシアは18％）。長い

間石油とガスの輸出は非課税であった（ロシアでは石油ガス輸出への課税が予算の大きな一角

を占めている）。資源輸出企業は長い間、付加価値税の輸出企業向け申告基準を利用してきた。

2001年以降に設立した企業向けの租税負担計算が流動的になり、近代化費用、設備投資、輸送

経費などが高騰する中、大企業は何度か負担削減のチャンスを得た。開放主義の流行により、

大企業からの税収入が落ち込む状況となった。  

 

 2003年に「投資法」が適用されて以来投資に関する法律は不変である。規則と手続きに関して

完全であると想定されていることによる。 

 カザフスタンは、重要な経済セクターへの投資優先を継続していて、それには金属生産も含ま

れる。支援として、設備や部品への関税の免除がある。また、建物や建設などの助成も行われる

が、それらは地域当局の取り扱いとなっている。これらの優遇特典はカザフスタン国外で作られ

た原材料へも拡張される（ただし、契約書により考慮される）。これらの特典は、投資家と投資委

員会の間の契約で設けられる。2010年のカザフスタンの関税同盟（ロシア、カザフスタン、ベラ

ルーシ）加入による輸入関税上昇に伴い、投資家は輸入関税の撤廃に関心を強めている。  

免税特権には前倒し償却を考慮した控除がある。特に巨大プロジェクトでは、政府は特別輸入

形式、特別な優先形態、外国人労働者移住許可制限の廃止、多数の免罪措置などの特別優遇措置

を講じている。例として投資委員会は Astana の不動産 Abu-Dhabi Plaza のプロジェクトに言及

している。このプロジェクトのコストは20億 US$で、現在計画段階である。  

 

 カザフスタンの環境法は、地下資源利用者に対して国の環境調査によるプロジェクトの認可な

らびに大気や排水路への排出および廃棄物のリサイクルの認可を受けることを求めている。2008

年以前はカザフスタンの環境基準は十分にゆるやかなものであったが、2007年に成立した「環境

基準」が導入されると、環境対応の標準的支出額は10～15倍に増大している。硫化水素などに至

っては数十倍に増加し、行政による規制が強まっている。違反すると行政処分、損害賠償、追加
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課税などの対象となり、事業の継続可否は司法判断により執り行われる。事業側による自然保護

計画の承認も必要になっている。地下資源利用者による環境保全の姿勢は改善し、近代化および

環境保護の支出が増加している。  

基準実践状況の管理は計画的、総合的な検査において行われる。環境省によると、検査計画は

検査の１か月前から地下資源利用者に対して国家検察局のウェブサイトに告示される。地下資源

利用者にとって重要なのは、適宜、認可を取得することである（すべての投資家が計画に従って

トレースしているわけではないのである）。さもないと、未認可による責任問題を問われることと

なる。 

特定の種類の汚染物質に対する支出額は政府が認可した地域ごとの基準により決められている。

環境省によると、複合的な環境汚染に関して、更に一層の規制の策定が必要という。2010年に始

まった環境保護リスクの試算により、事業に対する検査の基準が定義されている。事業は3段階（高、

平均、低）のリスクで評価され、それぞれの検査数は異なる。環境リスクに対する保険も導入さ

れている。 

 未開発地帯のプロジェクトに対しては環境公聴会が義務付けられているが、専門家によると、

地方レベルでの公聴会の基準の詳細は定められていない。結果として公聴会は形式的、通り一遍

といった性質を持つ。 

 

2-9 労働および移住問題 

 専門家によると労働法は標準的な基準を満たし、雇用と解雇の条件と手続きを明確に記述して

いるという。 

 実際の問題は、何よりも専門技術を持つ熟練者の不足である。例えば、Kazmunaigas の子会社

である Ozenmunajgaz は、11の専門分野で100人の空きがある一方、4人分の空きしかない掃除人

には1,124人が応募している。技術専門職に人気がない状態である。同時に、Kazmunaigas 自体

の管理職ポストは閉鎖的なものである。  

有能な人材の不足と KC に関する要求のため、地下資源利用者は人材育成を行わなければなら

ない。なお、移住法により外国人労働者の定数と許可の制度が規定されている。  

労働分野の争点の一つに職場および賃金水準に関する係争がある。カザフスタンでは、外国人専

門職が受け取る独占的な賃金レベルに地元の人がかなり不満を抱いている。カラガンダ州にある

Zhezkazgan の鉱山 Sokolovsko-Sarbajsky GOK, Lisakovsky GOK でストライキを引き起こした

ようなあからさまな衝突が繰り返し起こっている。  

 2010年3月に Ozenmunajgaz の労働者グループがストライキを起こした。その2年前には、石油

ガスセクターの労働者側はアメリカ人や日本人労働者と同等の賃金を要求していた。今回の対立

の原因は、賃金の不変および可変要素の等価性に関する団体協約の変更を労働者側が求めたから

である。加えて、労働関係を越えた要求をしてきたのである。裁判所はこのストライキを違法と

した。地域当局は、対立は雇用者側に原因があるとして非難した。  

労働係争が示しているのは、投資家は労働法で規定されたすべての手続きを監視し、職務規定

を定め、労働協約を締結する必要があるということである。 

 

2-10 開発の見込み  

 石油産業は、地下資源利用の分野における地下資源規制の全体系化と国家政策の発展の基とな

っている。したがって、それらの分析は重要である。特に重要なのは、 

－国営企業の名義で行われる地下資源利用業務の国家の関与の増大 
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－強化される国営事業 

－対立状況の解決方法 

 

例えば、地下資源利用の規制および環境要請の強化（特に、付随ガスのリサイクルの必要性に

ついて）、国営精油所への石油配送条件に関する新規契約（試験段階で石油産出の少なくとも100％、

商業ベースで埋蔵量の20％を国営製油所へ供給する）などである。  

 

 石油ガス産業と鉱山業を比べると、以下の点が指摘できる。 

－ 政府は当初は採鉱に比べて石油産業の開発、そして何よりも外国投資の誘致に特別な関心を

示していた。 

－ 金属鉱業では、これまでに既に大規模な鉱床が発見され、開発が行われており、旧ソ連時代

に大規模な冶金企業が設立されている。基本的にそれらの民営化だけが問題だった。石油に

関しては、西カザフスタンの油田は枯渇し、旧ソ連時代に発見されたTengizの油田と新たに

見込まれているKashaganの油田に対して欧米企業の誘致によってのみ獲得できるような莫

大な投資と新しい技術（硫黄処理、掘削技術、地質調査、オフショア開発など）導入が必要

だった。 

－ 石油、そして近年ではウランが国家開発のための大きな歳入を生む源泉となり、カザフスタ

ンの国際社会での立場も強めている。金属鉱業にはそのような大きな可能性はない。 

 

2-11 経済政策と規制変更 

 恐慌後のカザフスタンの戦略的目標（カザフスタンの恐慌は2007年初頭に始まった）はバラン

スの取れた経済の多様化である。例えば、経済競争力の強化、労働生産性の複合成長、人材開発、

近代化の加速とインフラ整備、原料以外の輸出増加、規制強化による予算使用の効率化、省エネ

技術の導入などである。 

 

2-12 産業化加速プログラム 

 The Program of the Forced Industrially-Innovative Development 2010-2014（FIIR）が2010年

初頭のカザフスタン国民への大統領の年頭メッセージで宣言された。これは投資総額6.5兆 KZT

（GDP の40％）におよぶ162のプロジェクトを実現させるための計画４である。際立っているの

が、ガス化学複合施設および多くの大型発電所（Balkhash TPS、Mojnaksky HPS、Ekibastuz PS-2

の新規発電ブロック、3精油所の改築など ）の建設である。カザフスタンは2014年までに GDP

成長率の2008年対比50％増を計画している（このプログラムのすべての計画目標は2008年対比で

ある）。原料以外が輸出に占める割合を40％まで高め、GDP における電力消費を10％まで下げる

計画だ。産業通商省によると、新しいプログラムは今までにないユニークなものであり、すべて

の旧プログラムが破棄されるという。このプログラムに基づき、セクターごとにサブプログラム

が策定される。プログラムの中核となるのが産業化ロードマップであるが、各プロジェクト事業

計画実施の複雑さから承認が遅れていた。 

鉱業と治金に関しては、21のプロジェクトが計画され、22億US$がつぎ込まれる予定である（プ

ログラムの総投資額は420億US$）。 も知られたプロジェクトは、Vasilkovsky GOK、

Ust-KamenogorskのKazzinc銅製錬所、PavlodarのENRCアルミニウム工場である。 
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2-13 鉱業および治金業における国家の優先事項 

鉱業および治金業における国家の優先事項は以下に示す通りである。 

－二次資源使用などの省資源技術 

－資源の複合利用 

－加工産業の育成、ハイテクおよび新技術の適用 

－省エネ、環境への配慮、その他 

 

国家支援策は以下の通り。 

－原材料の維持管理 

－インフラの維持管理 

－地質調査の実施 

－技術教育と研修 

－経済特区、工業団地の設置（基本融資と特権の付与）。 

 

他にも管理技術、追加資金、技術獲得、行政上の障壁の撤廃の導入による企業性賛成の向上を

目指す予算計画がある。 

Karaganda 州および Pavlodar 州の治金・金属地域に2つの経済特区が創設され、Kostanai お

よび東カザフスタン地域に2区創設される予定である。 

カザフスタンはロシアおよびベラルーシとの関税同盟に期待を寄せている。なぜなら投資家は

新たな市場規模のためロシアより租税負担が格段に低いカザフスタンに製造拠点を移すことに興

味を示すからである。 

 

2-14 計画の現実とプロジェクト実施の失敗例 

 専門家は短期間での実行は非現実的だと見ている。一連の計画は同国において以前から適用さ

れていたが、完全に実施されることなく新しく焼直しされた計画に置き換えられている。これは

お粗末な戦略的計画であることを物語り、また国家機関の計画実行能力のための能力や経験が十

分でないことの表れである。往々にして新規産業発展計画に含まれるプロジェクトはインフラに

関るものであるか、採掘部門に関るものとなっている。  

 

 2010年3月中旬、大統領は「見せかけと誘発」という言葉を使い、実行可能性を考慮せずに計画

を開始する場合があることを指摘した。大統領は、地域当局・企業との関りの弱い建設関係など

外国企業のような投資家に対する許認可の問題に関する行政側の抵抗の事実をやむを得ず認めた。

大統領決定への反発がすぐに起こったが、行政側の低い能力のため、採り入れられた対策の質と

生産性は低下した。専門家は担当部署の重複と専門性の欠如を指摘している。 

 

 政府は未完了または未開始のプロジェクトを実現する手段を用意している。広範な宣伝にも関

わらず稼動していないプロジェクトとして、Expert-Kazakhstan が示すように、金属シリコン製

造が挙げられる。2009年の夏に Silicium Kazakhstan はこの国では初めてとなるハイテク工場を

稼動させ、600億 US$の投資を集めた。しかし、その工場は機能していない。電力会社の AES は

電力供給契約の解消を余儀なくされた。Silicium Kazakhstan は溶鉱炉が稼動することがなかった。

石英の調達で合意できなかったとの情報もある。 
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 大統領が3年前に提唱した「社会的企業」の理念は行き詰っている。地域の理念に基づいて設立

された7つの法人がそれぞれ地域内市場でさまざまな政府資産を購入したが、地下資源利用権を入

手して終了する見込みだ。地域経済の再生のためには、当局の計画段階で法人は投資家を関与さ

せるべきであった。プロジェクトの準備不足、経験と専門知識の欠如、地域当局の抵抗などが失

敗を招いた。16の地域に分かれる法人の2010年度資産は地方行政の管轄に戻される決定がなされ

た。  

 

 国家の産業政策の主たる原動力は、国営企業と国家に忠実な民間の大企業（Kazakhmys, ENRC

など）による国家的体制である。中小企業の入る余地はほとんどない。しかし、とりわけ Fund 

Samruk-Kazyna のように、開発組織の形態として国営・半国営組織がプロジェクトの所有・実

行において も効率が良いというわけではなく、事業は利益・効率を強く求められている。加え

て、カザフスタンの基本的な問題の一つは消費市場規模の小さいことであり、製品販売が困難な

ことである。 

 

2-15 鉱業に関する新しい国家政策 

 2009年、N. Nazarbaev 大統領は声明を発表し、国が戦略部門の株式の50％を保有し、現在の税

体系の PSA をすべて転換する必要性を述べた。2010年3月、大統領は、所有者が投資の義務を果

していない発電所の国有資産を処分した（政府は電力の料金体系の引上げを凍結しないことにな

る）。 

専門家によると、政府は企業をコントロールできるレベルまで持ち株を引き上げるが、すべて

をコントロールする意図はないという。  

このような政策を維持する手段として、Fund Samruk Kazyna などにより Kazmunaigas,や

Kazatomprom などの国家持ち株が統合される。2009年には Tau-Ken Samruk が国営鉱業企業と

して設立された。政府は以前から Kazakhmys（14.99％）と ENRC（11.65％）の株式も所有して

いる。 

 

 も痛みを伴うプロセスの一つに石油セクターにおける国家利益の回収がある。特に90年代に

締結されたPSAの問題だ。カザフスタン側は司法による問題の決定に従う意思を見せているが、

PSA解約は極めて可能性が高い。 

カザフスタンには３つの世界レベルの油田、Tengiz、Kashagan、Karachaganak がある。Tengiz

での採油は Kazmunaigas と Сhevron が参加する共同事業である。長期の訴訟を経て、カザフス

タンは Kashagan プロジェクトに対等に参加することができ、Eni が主導する国際コンソーシア

ムの株式を取得することができた。 後の Karachaganak には、カザフスタンはまだ参入してい

ない。 

 

Karachaganak 

2009年末に K. Masimov 首相は、カザフスタンがプロジェクト（石油120億 t および1.35兆 M3

ガス）参入交渉の意思を示した。PSA は1997年に締結され、税の不変条件も含まれている。稼

動期間は2038年までとされた。BG Group（32.5％）、Eni（32.5％）、Shevron（20％）、LUKOil

（15％）がコンソーシアムに参加した。カザフスタンは2002年までのオプションを保有してい

たが、財政手段の欠如から行使することはなかった。  

2010年3月、エネルギー・鉱物資源省は合意事項を税制に移行する余地を残した。カザフスタ
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ンがこのプロジェクトに参入できない場合について、K.Safinov エネルギー・鉱物資源省事務

総長は「それでも我々はすべての資本支出やカザフスタン製品優遇制を監視できる仕組みを構

築する。我々がまとめ上げた大規模契約の多くで、地下資源利用者は納税と産出された石油の

一部譲渡を行うが、製品やサービスの海外購入が続き、収支が合わなくなる。カザフスタンが

予想した利益を享受できずに経済的利益がなくなるのなら、契約の解消を検討せざるを得な

い」と述べている。2009年12月、カザフスタン政府は10億 US$でプロジェクトの10％を取得で

きるという情報がある。 

 

2-16 投資家に対する圧力手段 

 Kashagan プロジェクトに限って云えば、労働および移民法および税法が、プロジェクトに参

加しようとする外国投資家に対しての圧力として作用。環境保全法も、圧力をかける手段となっ

た。当局による計画的な検査という形による行動、プロジェクトで発生する問題と公式には結び

付けられるものではない。しかし、専門家によれば、「契約の中で、穴は、望めばいつでも見出す

ことができる」と指摘している。2010年、国家検察局は Karachagnak プロジェクトについて、

労働移民法による検査実施を宣言した。以前からプロジェクト関係者の間で石油輸出関税に関す

る論争があった（関税は2008年5月施行され2009年1月に撤廃された）のである。プロジェクトの

運営を行っていた英国の BG Group は国際調停の場でカザフスタン政府へ10億 US$超（支払い関

税総額）の請求申立てを行った。2009年10月、エネルギー・鉱物資源省はこの問題を超法規的に

解決する意図を示した。さらに、2010年3月、2005～2009年の間の納税の適時性に関する調査が行

われた。すでに完了していた2004年分の調査結果を加えると、同社への債権総額は200億 KZT を

超えた。これには納税分の90億 KZT、手数料64億 KZT、罰金45億 KZT などが含まれていた。専

門家はプロジェクトへの政府介入は2、3年を要し、不安定でもあると指摘している。当局の圧力

は妥協を伴うものでありつつも、その目標達成までには手を変え品を変えて新たな圧力をも伴い

ながら進められるのである。 

 

 実際には、戦略部門（石油、ガス、ウラン、大規模鉱床）に関して、政府は外国資本による100％

保有を阻止しようとしていて、政府によるコントロール権を喪失した領域では、あらゆる手段で

政府によるコントロールを取り戻そうとしている。  

鉱業に関しては、外国の大企業である Arcelor Mittal Temirtau や Kazzinc（所有者は Glencore）

が外国資本による100％支配を代表している。近年、ロシア企業によるカザフスタンの鉱山資産購

入が活発になっている（2008年4月、Mechel が1,950万 t のクロム鉱床と2,140万 t のニッケル鉱床

の権利を持っていた英国の Oriel Resources を15億 US$で買収、Polyus Zoloto が Kazakhgold の

株式の50.1％を取得、Chelyabinsk Zinc Plant が Nova Zinc を買収、Polymetal が Varvarinskoe

金鉱を買収）。興味深いのは、Polyus Zoloto や Polymetal による金資産取引において政府が優先

権を行使しようとしなかった点である。理由は様々である。主として、当時の政府の財政手段の

欠如、より生産性の高い技術の不足などが挙げられる。さらに、金鉱は希薄で資源量も少ないこ

とから戦略的特性がなかったことも挙げられる。 

 

2-17 産業化政策と権力の均衡 

 資源部門へ過度に依存している状況において、カザフスタン指導部は確実な産業発展に 適な

手段を模索している。一方で、資源部門に関るエリートの政治的影響力は低下せざるを得ない。 

2010年3月中旬、大統領は重要な政府の構造改革を行った。国家的価値を有する炭化水素や固形
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鉱物資源に関わる地下資源利用問題の有力な機関の役割を果たしたエネルギー・鉱物資源省は廃

止された。代わりに石油ガス省が創設され、新たに炭化水素地下資源利用問題を管轄することと

なった。また、固形鉱物地下資源利用、発電、原子力、および製造業は、産業通商省をベースに

創設された産業新技術省が所管することとなった。この省の長官は副首相の地位に相当する。そ

のため、大統領が宣言したように、「商業と国家の利益の対立を生む不自然な機能」は国営企業の

Kazmunaigas から除かれた。専門家は、この変更には Kazmunaigas の政治的影響を低下させる

意図があると指摘する。大統領の計画では、Kazmunaigas は国際レベルの企業にする必要がある

が、大統領はまだここまでは達成できていない。 

 終的な構造がどうなるかは不明だが、地質委員会が産業省に付随して活動することになった。 

 

 同時に予算案の作成機能は経済・予算計画省から財務省へ移管され、これを基盤として経済開

発通商省が新たに創設されている。この新しい省は戦略的計画の機能強化および質の向上に取り

組み、2010年創設の関税同盟（ロシア、カザフスタン、ベラルーシ）および近年急速に緊急性の

高まる WTO への加盟などの問題を扱う。  

 

 政府は Fund Samruk Kazyna を通して経済の管理と利益の実現を企図しているが、Fund 

Samruk Kazyna に対しては政府の事業体における持ち株が移転することとなる。 

 

 2009年に設立された国営鉱業企業 Tau-Ken Samruk（TKS）は組織化段階にある。2009年末に

企業の目標、機能、役割のみが公表され、体制の構築と開発戦略の承認が行われたが、実際の活

動は公表されていない。TKC によると、新会社は Kazmunaigas のような企業ではなく、Fund 

Samruk Kazyna に類似の運営会社になり、製造設備は持たないという。また、金採掘の子会社と

しては au-Ken Altyn が設立されている。投資家に対しては、共同開発による約60の地下資源利

権がオファーされている。  

 産業新技術省の役割も、機関としての役割やTKSとの関連などの点で不明瞭である。もし2か月

以内に法案が成立すれば、2010年夏の初めには公約どおりもっと明瞭になっているかもしれない。

各省の再構築にも2、3か月はかかるであろう。  

 

 カザフスタンの鉱山業界には4つの大企業がある。Kazakhmys（銅や他の金属）、Kazzinc（亜

鉛、銅、他の金属）、ENRC（クロム、石炭、アルミニウム）、Arcelor Mittal（鉄鋼）である。 

 これらの企業には、国家への忠誠と規則の遵守、指導部との個人的つながり、およびタイミン

グの良かった購入時期という共通した成功要因がある。これらの企業は、リスク軽減、低コスト

エネルギーの長期的獲得、低労働コストなどの点で多様である。今ではカザフスタンの産業発展

計画に積極的に参加し、生産機能を 新化して原料加工を増やしている。この点でこれらの企業

の利益は国家の利益と一致しており、見返りに政府はこれらの企業を支援している。 

 鉱業における2つのリーダー企業である Kazakhmys と ENRC は私人企業であるが、世界では国

営企業のイメージが定着している（ロンドン金融取引所で株式が取引され、本社は英国で登録さ

れている）。これらの企業と国家の間には密接な相互関係がある。特に、2009年の危機において

Kazakhmys は政府の後押しの下、大規模銅鉱床 Bozshagol の開発において Chinese bank of 

development から27億 US$の支援を受けている。2010年3月に政府は、収益性の低いカテゴリー

の鉱物採掘税（2010年で銅の税率は7％）除外と引き換えに、同鉱床に関して Kazakhmys への税

制優遇措置の用意ができていることを表明した。2014年には14万 t の銅コンセントレート生産が
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始まると予想されている。 

 

2-18 資源 

 カザフスタンの地質学は旧ソ連時代に高度に進歩し、国土内は十分な研究が行われてきた。調

査され確定した埋蔵のかなりの部分が早くから地下資源利用者に配分されている。資源量を拡大

するには高コストでリスクを伴う地質調査が必要になるが、新しい鉱脈の調査は表層から深部へ、

そして整備されたインフラがない国土に及ばざるを得ない。このため、埋蔵鉱物の品位は悪化し

ている。 

資源量確保に関する基本課題、はベースメタル（銅、亜鉛、鉛）の保有資源量の維持の必要性

である。現在開発中で確認されている資源量も、ライフは20～25年と見込まれているにすぎない。

これと同時に可採鉱量を増加させる努力も国内で実施されている。採掘可能な小規模な鉱床も存

在する。  

 

 地質委員会によると、銅や多金属資源のうち約30％が開発されている。銅は90％、亜鉛は70％、

鉛は50％が地下資源利用に分配され、それらは Kazakhmys と Kazzinc が独占している。3つのニ

ッケル鉱床（資源量の5％に相当）の開発がすすめられ、資源量の91％(15鉱床）については地下

資源利用に向けられ開発準備が進められている。残る4％(15鉱床)については手がつけられていな

い。ボーキサイトは7鉱床（資源量の42％）で開発が行われている。地下資源利用に向けるられる

6鉱床（35％）で開発準備がされていて、9鉱床（23％）が手付かずの資源である。 

 

 このように、更に採掘や金属生産を拡大するためには、新たな未開拓地プロジェクトと莫大な

投資が必要になる。地下資源および地下資源利用に関する新法により、治金などの加工部門の開

発を目的とするカザフスタンの経済発展の新しい段階に向けた法基盤の形成が全体的に達成され

ると考えられる。未開拓地プロジェクトにおける規則の簡素化、一層の透明性、詳細な規制など

を目的とした手続きや規則の完備は、明らかに法制度の発展のために必要である。  
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３ 新旧地下資源法、投資法、税制等の現状の主な制度 

 現在のカザフスタンにおける地下資源関係の法体系は、1996年1月27日付の「地下資源及びその

利用に関する法律」（旧法）が基本になっているが、近年では、地下資源の利用に関する契約につ

いて、法律面、税制面から、政府の関与を強める改正を度々行っている1。 

 法律の施行面でも、2007年後半以降、独立直後に締結されたエネルギー等資源開発契約につい

て国側が不利な条件であるとして、既存ライセンスの見直し、ライセンス剥奪、裁判での紛争解

決などが行われるなど、ライセンス管理や税制面での国の関与が強まってきている。 

 こうした中、旧法の抜本的な見直し作業が行われ、2008年に「地下資源及びその利用に関する

新法案」（2008年10月31日政府布告第993号）が提案された。本法案は、大統領の署名を経て、2010

年7月7日に成立・施行された。 

 以下に、旧法の条文と新法の入手可能な 新条文（2008年8月末）を基に、新法における変更点

に留意しながら、地下資源利用に係る法制度の全体像を説明する。 

 

3-1 旧法 

 旧法は、10章、76条からなり、地下利用の利用に関する定義、入札手続、契約から地下資源利

用者の義務・責任まで、多岐にわたっている。 

  

章名 条文番号 

1. 一般規定 1～6 

2. 地下資源の利用における行政の裁量 7～9 

3. 地下資源の利用権 10～20 

4. 探査および採掘の許可（削除） 21～41 

4-1. 地下資源の利用権付与のための入札 41-1～41-8  

5. 地下資源の利用事業の実施契約 42～46 

6. 地下資源および環境の保護、地下資源の研究、および利用 47～53 

7. 住民および人員の安全 54 

8. 政府地下資源基金 55～61 

9. 法的枠組み 62～71-2 

10. 暫定規定および 終規定 72～76 

 
 

 

 

                                                 
1 2004年12月：権益に対して国の先買権を認める条項や、カザフ人の雇用、国内産品･サービス等の導入に関する

義務規定を追加 

2005年10月：経済安全保障上問題がある場合は権益譲渡等に際し政府に介入権を認める条項を追加 

2007年10月：戦略的に重要な鉱床を対象として、国の経済に悪影響を及ぼす場合は権益の剥奪が可能とする条項

を追加 
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【(1)一般規定、(2)地下資源の利用における行政機関の権限、(3)地下資源の利用権】 

 

 旧法の目的は、カザフスタン共和国の利益と天然資源を確実に保護するため、地下資源の利用

手続きを規定することとされている。具体的には、カザフスタン共和国の地下資源を保存・保護

すること、地下資源利用者の利益を保護すること、すべての法の取扱いが均等に普及する条件を

整えること、そして、地下資源利用の適法性を強化することを掲げている（第2条）。 

  

 同法おける原則として以下の8つを挙げている（第3条）。 

①地下資源の効率的、一貫的、安全な利用、②地下資源及び環境の保護、③国家の利益と地域の

利益の調和、④鉱物資源基盤の回復、⑤地下資源利用事業の実績の公表、⑥地下資源の有償利用

の原則、⑦地下資源利用事業への投資の魅力を高めるのに適した環境整備、⑧人類の生命・健康

及び環境を守るため、地下資源の利用における生産及びライフサイクル過程における技術的基準

に基づく安全性（技術規制法（2004年11月9日付）参照）。 

 

 そして、地下資源及びそれに含まれる鉱物は、国の所有権の下にあるとし、（生産された）鉱物

原材料は、契約に基づき、所有権を有する地下資源利用者が所有するものとする（第5条）。 

 

 地下資源の利用権の目的としては、①政府による地下資源の地質学的調査、②探査（地質学的

調査）、③採掘、③－１探査及び採掘の両方、④探査及び／又は採掘に関係ない地下施設の建造及

び／又は維持に対して認められている（第10条）(注：「及び／又は」は、論理式で“(A and B) or 

(A or B)”と表わされる意、以下同)。 

  

 この利用権は、カザフスタン国籍の自然人及び法人だけでなく、外国国籍の自然人及び法人に

も認められるが（第11条）、国家安全保障及び環境保護の利害を考慮し、特定の者の地下資源の利

用が制限される場合がある（第11条の1）。 

 

 地下資源の利用権の付与は、入札結果に基づく契約により付与されるが、①国営企業と共同で

探鉱及び／又は採掘事業を行う場合、②探鉱契約で商業埋蔵量が発見された場合に、地下資源利

用権を取得する排他的権利を有する企業と共同で採掘事業を行う場合、③探鉱・採掘に関係のな

い地下施設の建設等の場合は入札は必要ない、とされている（第13条）。また、当該地下資源の利

用権の他人への譲渡については、所管機関による許可が必要である（第14条）が、2年間は譲渡す

ることができない。 

 

 なお、所管機関は、地下資源利用権の譲渡人が契約義務を履行できない場合、申請時に意図的

に誤った情報を提出した場合、譲渡により権利の集中等により国家安全保障上の要件を満たすこ

とができない場合には、地下資源の利用権の譲渡を許可しないことができる（第16条）。 

 

 また、同法では、鉱物の加工は地下資源の利用事業ではなく、ライセンス供与に関する法律に

従うものとされている（第20条）。 
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【(4)地下資源の利用権を付与するための入札】 

 

＜基本的事項＞ 

・ 入札は所轄機関が開催する（第41条の1、第2項） 

・ 入札の対象：①探査、②採掘、③探査および採掘の両方、④国営企業の部分的参加が条件

となっている場合（第41条の1、第1項） 

・ 参加者による追加の確約（カザフスタンの人員の起用、地元業者からの調達、先端技術の

開発およびインフラの整備）（第41条の1、第3項） 

・ 形式：公開入札または非公開入札（第41条の2、第1項） 

・ 落札者の決定は、入札委員会が行う（第41条の7、第2項）。入札結果は文書に記録される

とともに（第6項）、公示される（第7項） 

・ 入札への参加の権利（第41条の6）および入札の結果（第41条の7）について異議があれば、

裁判所に訴えることができる。 

・ 入札に関する期日については、以下の①入札の通知から⑤入札の結果の検討までの期間は、

少なくとも3か月は必要となる（第41条の2、第4項）。そして、⑤入札の結果の検討には、

大２か月（第41条の7、第4項）が必要で、入札委員会はこの期間を延長可能である。 

 

＜入札の具体的手続き＞ 

① 入札の通知（第41条の2、第2項） 

・ 入札の通知には、以下の情報がなければならない。 

焔 入札の日時と場所、申請期限、入札の主な条件、地下資源の場所、サイン・ボーナ

スの 低額、地質学的情報に対する費用、参加費用（返還なし）、地元優遇の 低

基準。 

・ これらは、メディアに公表しなければならない。 

 

② 入札参加の申請（第41条の3） 

・ 入札参加の申請は、入札の通知後1か月以内に申請しなければならない。 

・ 入札参加の申請の際には、以下の情報がなければならない。 

・ 氏名、居住地、国籍、経営者および所有者とその出資割合、地下資源の名称、参加費

用の支払いに関する通知 

 

③ 所轄機関が、1か月以内に申請の受領を通知する（第41条の4、第1項）。 

なお、入札に定める期間、入札参加の拒絶事由は以下のとおり（第41条の6）。 

・ 申請（第41条の3）および提案（第41条の5）に定める要件を満たしていない場合 

・ 情報が誤っている場合 

・ 探査および（または）採掘に必要な能力の証拠となるものがない場合 

・ 申請者に権利が集中することで国家安全保障条の問題が考えられる場合 

 

④ 所轄機関が、対価と引換えに申請者へ地質学的情報を通知する（第41条の4、第2項）。 

 

⑤ 入札に関する提案（第41条の5） 

・ 申請者は、入札で定めた期間内に入札に関する提案を行う。 
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・ 申請者は、申請の締切日から入札の結果の検討が完了するまで、申請を取り消すことがで

きない。 

・ 探査に関する提案には、次の事項が含まれていなければならない。 

焔 これまでの活動の記録に関する情報 

焔 財務能力、技術力および経営者の能力 

焔 作業プログラム、費用の見積り、タイムスケジュールなど、探査の確約およびその意

志を示すもの 

焔 土壌を再び利用できるようにする措置など、生態環境および安全性に関する要件を満

たす確約およびその意志を示すもの 

焔 自らおよび（または）融資による費用の拠出ならびに予算に対する当初の支払い額に

関する確約およびその意志を示すもの 

焔 地元経済の発展、インフラの整備、地元の人員の雇用および訓練、地元優遇制による

調達、先端技術の利用および開発などといった事柄への参加の確約およびその意志を

示すもの 

・ また、採掘に関する提案には、次の事項が含まれていなければならない。 

焔 採掘する量などを示した採掘計画 

焔 採掘の開始から技術的および経済的に可能なレベルの採掘が完了するまでの期間の予

測 

焔 費用と収益の見積り 

焔 予算に対する当初およびそれ以降の支払いの意志を示すもの 

焔 契約の領域における工業および社会的インフラに対する投資額 

 

⑥ 入札の結果の検討（第41条の7） 

・ 落札者の決定基準：①探査開始までの期間および熱意、②採掘開始から、根拠のある妥当

な経済的および技術的レベルで、かつ 大の鉱物回収率を達成するまでの期間、③サイ

ン・ボーナスの金額、④投資金額、プロジェクトに対する資金拠出のタイムスケジュール

および条件、⑤地域社会の発展に対する参加、⑥地元の人員の雇用に関する確約（％単位）

および人員の訓練に対する資金拠出の提案内容、⑦調達における地元優遇の確約（％単位）、

⑧先端技術の開発および使用、新型の加工用製品の開発および使用、ならびにインフラお

よびその他の建設および共同使用についての提案内容。 

・ ただし、申請（提案）が1件のみであった場合には、入札は無効となる。その場合、所轄

機関は、入札の再実施を公示できる（第41条の7第5項）。 

・ なお、提案内容が同じ場合には、入札委員会により、落札者候補名簿が作成される。その

場合、落札者候補名簿に載った申請者は、入札委員会が定めた期間内に、提案を改善でき

る（第41条の7第5項の1）。 

 

⑦ 落札者の決定（第41条の7第2項5－1） 

・ 落札者が所轄機関と契約締結の手続きに入る（第41条の7第8項）。 

・ 入札に申込まなければ、落札者にはなれない（第41条の7第5項）。入札に繰り返し参加す

る場合、参加費用および地質学的情報の取得にかかる費用は不要。 
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1
か
月
以
内
に
申
請

地下資源及びその利用に関する現行法における入札手続き

条項
入札は所轄機関が開催する(第41条の1､第2項)
入札の対象：(1)探査(2)採掘(3)探査及び採掘の両方(4)国営企業の部分的参加が条件となっている場合(第41条の1､第1項)
参加者による追加の確約(カザフスタンの人員の起用､地元業者からの調達､先端技術の開発及びインフラの整備)(第41条の1､第3項)
形式：公開入札または非公開入札(第41条の2､第1項)
落札者の決定は､入札委員会が行う(第41条の7､第2項)｡入札結果は文書に記録されるとともに(第6項)､公示される(第7項)
入札への参加の権利(第41条の6)及び入札の結果(第41条の7)について異議があれば､裁判所に訴えることができる｡

入札の通知から､入札の結果の検討までの期間は､少なくとも3か月(第41条の2､第4項) 最大2か月(第41条の7､第4項)入札委員会はこの期
間を延長可能

入札の通知(第41
条の2､第2項)には､
以下の情報がなけ
ればならない｡入
札の日時と場所､
申請期限､入札の
主な条件､地下資
源の場所､サイ
ン・ボーナスの最
低額､地質学的情
報に対する費用､
参加費用(返還な
し)､地元優遇の最
低基準｡これらは､
メディアに公表し
なければならない｡

1
か
月

入
札
で
定
め
た
期
間

所轄機関が､
申請の受領
を通知する
(第41条の4､
第1項)｡

所轄機関が､
対価と引換
えに申請者
へ地質学的
情報を通知
する(第41
条の4､第2
項)｡

入札の結果の検討(第41条の
7)｡落札者の決定基準：
(1)探査開始までの期間及び
熱意
(2)採掘開始から､健全な経
済的及び技術的レベルで､か
つ最大の鉱物回収率を達成
するまでの期間
(3)サイン・ボーナスの金額
(4)投資金額､プロジェクト
に対する資金拠出のタイム
スケジュール及び条件
(5)地域社会の発展に対する
参加
(6)地元の人員の雇用に関す
る確約(%単位)及び人員の訓
練に対する資金拠出の提案
内容
(7)調達における地元優遇の
確約(%単位)
(8)先端技術の開発及び使用､
新型の加工用製品の開発及
び使用､並びにインフラ及び
その他の建設及び共同使用
についての提案内容｡

入札参加の
申請(第41条
の3)の際に
は､以下の情
報がなけれ
ばならない｡
氏名､居住地､
国籍､経営者
及び所有者
とその出資
割合､地下資
源の名称､参
加費用の支
払いに関す
る通知

入札に定める期間､入札参加の拒
絶事由(第41条の6)：第41条の
3(申請)及び第41条の5(提案)に
定める要件を満たしていない場
合､情報が誤っている場合､探査
及び(または)採掘に必要な能力
の証拠となるものがない場合､申
請者に権利が集中することで国
家安全保障条の問題が考えられ
る場合

申請(提案)が1件のみで
あった場合には､入札は無
効となる(第41条の7､第5
項)

提案の内容が同じ場合
には､入札委員会により､
落札者候補名簿が作成
される(第41条の7､第5
項の1)｡

落札者の決定(第41条の
7､第2項､5－1)

入札に申込まなければ､
落札者にはなれない(第
41条の7､第5項)｡入札に
繰り返し参加する場合､
参加費用及び地質学的情
報の取得にかかる費用は
不要｡

所轄機関は､入札の再実
施を公示できる(第41条
の7､第5項)｡

落札者候補名簿に載っ
た申請者は､入札委員会
が定めた期間内に､提案
を改善できる(第41条の
7､第5項の1)｡

落札者が所轄機関と契
約締結の手続きに入る
(第8項)

入札に関する提案(第41条の5)
申請者は､申請の締切日から入札の
結果の検討が完了するまで､申請を
取り消すことができない｡
①探査に関する提案には､次の事項
が含まれていなければならない｡
・これまでの活動記録に関する情報
・財務能力､技術力及び経営者の能
力｡
・作業プログラム､費用見積り､タイ
ムスケジュール等探査の確約等
・土壌を再び利用できるようにする
措置等､生態環境及び安全性に関す
る要件を満たす確約等
・自ら及び(または)融資による費用
の拠出並びに予算に対する当初の支
払い額に関する確約等
・地元経済の発展､インフラ整備､地
元人員の雇用及び訓練､地元優遇制
による調達､先端技術の利用及び開
発等といった事柄への参加の確約等
②採掘に関する提案には､次の事項
が含まれていなければならない｡
・採掘量等を示した採掘計画｡
・採掘開始から採掘完了までの技術
的及び経済的に可能な期間予測
・費用と収益の見積り｡
・予算に対する当初及びそれ以降の
支払いの意志を示すもの｡
・契約の領域における工業及び社会
的インフラに対する投資額｡

 
 

【(5)地下資源の利用事業の実施契約】 

 地下資源の利用事業の実施契約については、探査契約は 長6年、採掘契約は 長25年、ただし、

大規模かつ特有の鉱物資源の場合は、 大45年と定められている。また、契約の延長期限は2回延

長でき、延長される期間は1回につき2年とされている。なお、契約における鉱床の地理的境界に

ついて、その後の探査事業により、境界を越えていることが判明した場合には、所管機関は、入

札なしで、契約条件を変更する旨の規定がある。 

  

 契約手続きについては、まず落札者の公示後、7か月以内に所管機関に契約の草案を提出するこ

とになる。その後、落札者は、所管機関との契約内容の合意を図る。合意した場合、1か月以内に、

法的、生態環境、経済・課税、保健衛生、地下資源、開発、採掘の7つの各調査が行われ、同時に

所管機関による作業プログラムの承認手続きが行われる。なお、落札者が18か月以内に契約を締

結しない場合、落札者の決定は取り消される。 

 

 また、所管機関への誤った情報の意図的な提出による悪影響、当局者と入札者間との落札への

便宜やそのためのやり取り等の裁判上の証拠がある場合、裁判により契約締結のための合意が解

除された場合には、契約は無効となる（第45条）。 
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 そして、戦略的に重要な地下資源の賦存地域2における地下資源利用者の行動により、同国の経

済的権益が極めて大きく変動する場合、所管機関はその経済的権益を回復するため、契約条件を

変更できる（第45条の2）とともに、契約の履行を一方的に拒絶することができる（第45条の3）。 

  

 また、所管機関は、以下の場合には、契約を一方的に解除できるとされている。具体的には、

作業計画の遵守を徹底しない場合、地下利用事業や請負業者による探査等の停止要因を取り除け

なかった場合、契約義務や作業プログラムの内容に違反した場合、地下資源利用権及びそれに係

る法人の株式譲渡にかかる国の優先権の規定に従わない場合、契約変更の際に2か月以内の協議へ

の合意、4か月以内の契約変更の合意に至らなかった場合等である（第45条の2）。 

  

 探査契約は 長6年、採掘契約は 長25年まで、ただし、大規模かつ特有の鉱物資源の場合は、

大45年まで認められている。また、契約の延長期限は2回延長でき、延長される期間は1回につ

き2年とされている。なお、契約における鉱床の地理的境界について、その後の探査事業により、

境界を越えていることが判明した場合には、所管機関は、入札なしで、契約条件を変更する旨の

規定がある。 

 

7か月

6か月

2か月

2か月 4か月

契約の草案に記載の条件で合意した場合、強制
的調査の対象となる（法的調査、生態環境調査、
経済および課税調査、保健衛生調査、地下資源
の調査、開発調査、採掘調査）（第44条2項）

権限機関による作業プログラムの承認（第42条
2項および3項）は、契約の草案の調査と同時に
行われる。

18か月

入札委員会が文書によ
り落札者を公示する

入札委員会が落札者
の決定を取り消す
（第41条の7、9項）

契約の締結（有効期
間は第43条に定め
る）

落札者が18か月以内
に契約を締結しない
場合

入札委員会が落札者
の決定を取り消す
（第41条の7、9項）

書面による確認

契約の無効の一方的通知
（第45条の2（2）および第

45条の3）

契約の修正および終了
（第45条の2に定める）

合意
契約の修正に
ついての書名

契約の終了

3か月

2年後（第14条10項）

地方当局による土地の
文書化（30日以内）

（第44条5項）

所轄機関による延長の
決定（3か月以内に行
う）（第43条5項）

契約延長の申
請（第43条）

地下資源の利用権の譲渡

司法手続きによる契約
の無効（第45条）

鉱床を発見した場合は、請負業者は契約の有効期間を、商業発見量の見積り
に必要な分だけ延長できる。

低12か月定めなし固有の期間採掘

低3か月毎回長6年探査

申請期間延長期間期間契約の種類

契約の登記、契約の
効力発生

（第44条3項）

1か月

契約有効期間（第43条）

7か月以内に落札者が
契約の草案を提出し
ない場合

落札者が契約の草案
を提出し、所轄機関
と条件に関する交渉
を行う（第44条1項）

 
 

 

                                                 
2 2009年8月、カザフスタン政府は、戦略的に重要な鉱床リストとして石油、ウラン、鉱物資源鉱床を合計213件

発表している（政令 No1213）。 
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【(6)地下資源及び環境の保護、地下資源の研究及び利用、(7)住民及び人員の安全】 

 

 地下資源の効率的かつ平等な利用及び保護のため、生態環境法における環境保護規定の適用の

ほか、探鉱、掘削、生産等の利用段階において遵守すべき事項として、事前の地質学的研究、地

下資源の合理的な開発（鉱物が豊富な部分のみではなく、鉱物の採掘を完全に行うこと）、地下水

への保護などについて規定されている。また、清算基金に関する規定、地下資源の保護違反にお

ける賠償義務等に関する規定が盛り込まれている（第47～52条）。 

 

 また、国や国家機関は、地下資源の研究及び利用において、地質学的研究及び利用、鉱区の開

放等のほか、掘削された鉱物資源、未掘削の鉱物資源、掘削の際に失われた資源量に関して信頼

に足り得る説明ができるかどうか、管理することとなっている(第51条の1)。 

 

 また、地下資源利用者の遵守すべき、作業の安全、人員の安全、危険等への予防等の措置とし

て、技能者の適切な配置、人員体制の整備、有毒ガス等の点検･管理などについて規定されている。

なお、作業員の生命及び健康に影響を与える事態が発生した場合、作業の即時中止、安全の確保、

安全を脅かす状況が除去されない限り再開できない等も規定されている（第54条）。 

 

【⑧政府地下資源基金（地下資源情報の蓄積）】 

 

 地下資源基金（地下資源情報の蓄積）については、地下資源利用者が、地下資源に関する資源

情報について探査時には鉱物資源委員会による事前査定を受けること（査定が終わるまでは採掘

を開始できない）、生産時には地質学的報告を政府に行うことのほか、土地台帳や技術的な鉱物形

成の説明などの義務について規定されている（第55～61条）。 

 

 こうした地下資源に関する情報は、カザフスタン鉱物資源委員会により鉱物資源残高報告とし

てまとめられており、各種商業的資源量、資源の質、精査の度合、鉱物の賦存する位置情報、開

発度合、損失度合、産業への供給に関する情報などが含まれている（第58条）。 

 

 また、鉱物鉱床・露頭台帳には、各鉱床について、主な鉱物、副産物の種類及びその鉱物量、

質のデータ、地質学的・経済的に採取可能となる採掘条件、水理地質条件を始め、地表の露頭情

報などのデータも併せて記載されている（第59条）。 

 

【⑨法的枠組み（地下資源利用者の義務・責任）】 

 

 地下資源利用者の権利として、契約の下で得た鉱物資源を利用できる（第62条）などの規定の

ほか、地下資源利用者の義務や責任の規定がある（後者は2004年及び2007年に追加。）。 

  

 具体的には、地下資源の利用者の責務として、 大限効果的な手法と技術を選択し、生命の安

全、人々の健康、及び環境を守ること、対象領域は契約上の目的でのみ利用すること、探査･掘削

作業は、別の定めがない限り契約の登記日から開始すること、プロジェクト計画を遵守すること、

などの事項のほか、いわゆるカザフスタン・コンテント（KC）と呼ばれるカザフタン製品、労働、

サービスの優先採用規定が存在する。 
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 地下資源利用事業における KC 規定の内容は、以下のとおりである（第63条）。 

・ カザフスタンの技術規制法の要件を満たしている場合には、カザフスタンで製造された部品、

原料、既存製品を使用すること。 

・ 空路、鉄道、水上輸送手段等の労働及びサービスとして、品質及び価格の要件を満たす場合

には、カザフスタン企業を利用すること。 

・ カザフスタン国民を優先採用すること。その際、契約条件に従い研修費用を負担すること。 

・ 年１回、年間作業プログラムの策定から30日以内に次年度の製品、労働、サービス調達の年

次計画を権限機関に対して提出すること。 

・ 年4回、会計期間後15日以内に、権限機関に、調達した製品、労働、サービスに関する報告書

を提出すること。 

 

 また、こうした製品、労働、サービスの調達に関する手続きについても規定されており、①公

開入札又は非公開入札、②一つの供給元からの購入、③相見積りによる購入、④電子商取引シス

テム、⑤商品取引所から調達するよう定められている。入札は、カザフスタン国内で行わなけれ

ばならず、その場合、 低週3回以上カザフスタンで発行されている定期刊行物並びに権限機関の

ウェッブサイト上にカザフ語及びロシア語で広告しなければならない（第63条の1）。 

 なお、上記入札手続きに係る規定は、地下資源の利用者の株式の50％以上が直接又は間接的に

国営の持株会社の所有である場合には、適応されないとされている。 

 

 また、下請け業者及び孫受け業者は、カザフスタン生産者から製品、労働、サービスを購入し

なければならない。これらの入札については、外国組織のみで入札を行ってはならない。なお、

カザフスタン生産者を落札者と決定する場合、入札参加者の申出価格より20％減額することがで

きる。 

 

 調査契約の下、商業化可能な埋蔵量の鉱物鉱床を発見した地下資源利用者は、採掘を行う権利

を取得する直接交渉の排他的権利を有するとされている（第64条1）。 

 

 調査の結果、発見された埋蔵量が商業化可能な埋蔵量と所管機関が認めた場合には、地下資源

利用者は、契約条件に基づき、費用の全額又は一部の補償を受ける権利を有する。なお、商業化

不可能とされた場合には、いかなる補償も受けられない。 

 

 カザフスタン共和国は、国際価格を上回らない価格で地下資源利用者の鉱物を購入する優先権

を有する（第67条）。 

  

 地下資源の地質構造、埋蔵量、開発状況等あらゆる地質学的情報等の所有権は、費用を負担し

た者にあるが、それらはすべて無償で権限機関に譲渡され、保管される（第69条）。 

 

 所管機関は、地下資源利用者が作業計画などの契約条件を遵守するよう徹底する。地下資源利

用者が契約条件に違反した場合、権限機関は書面にて当該違反を排除する必要があるとの通知を

行うことができる。一定の期間内に、通知内容の要求条件が満たされなかった場合には、所管機

関は、一方的に契約を解除することができる(第70条)。 
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 地下資源の利用者の権利は、法に従って保護される。法改正や追加により、地下資源利用者の

状況が悪化した場合には、当該改正及び追加は、それ以前に締結された契約に適用されない。な

お、この保証は、防衛、国家安全保障、並びに環境安全性・保健の分野での法改正についてはこ

の限りではない（第71条）。 

 

 地下資源利用権を売却、又は、地下資源利用権を有する法人及びその関連法人（地下利用権を

有する法人の意思決定に直接的・間接的に影響を及ぼす法人）の株式を売却する場合には、他の

法人と比較して、地下資源を利用する国営の持株会社又は国営企業がその取得の優先権を有する。

ただし、当該法人の活動が、カザフスタン共和国内の地下資源の利用に関する場合であって、取

得条件は、他者の申出条件よりも悪いものであってはならない（同じであれば優先権が生じる。）

（第71条）。 

  

 契約の履行及び解除に関する紛争が、当事者間の協議や、以前に合意済みの紛争解決手続きに

より解決されない場合には、裁判所に解決を依頼するか、投資に関する法律に基づき、国際仲裁

機関に解決を依頼することができる（第71条の2）。 

 

 

3-2 新法及び旧法からの改正点 

 地下資源とその利用に関する新法（新法）では、旧法及び石油に関する法律（1995年6月28日付）

等各種規定が組み合わされてできたものとされている。 

 新法は15章、128条から構成され、旧法の10章、76条と比較して条文数も大幅に拡大しているが、

石油関係の3章分（34条分）の追加と、地下資源利用権の付与の規定などの詳細化が主な理由であ

り、鉱物資源に係る主な構成は変わっていない。 

 

3-2-1 新法の章構成 

(1) 一般規定 

(2) 地下資源利用における政府の裁量 

(3) 地下資源利用権 

(4) 入札による探査及び採掘目的での地下資源利用権の付与 

(5) 直接交渉による探査及び採掘目的での地下資源利用権の付与 

(6) 地下資源の利用契約 

(7) 地下資源の利用者の権利 

(8) 石油事業の実施 

(9) 海中及び陸水中における油層での石油事業の実施 

(10) 幹線パイプラインでの輸送 

(11) 地下資源及び環境の保護、地下資源の合理的かつ公平な利用、並びに住民及び人員の安全 

(12) 地下資源の研究、利用及び保護に関する国家管理 

(13) 政府地下資源基金 

(14) 地下資源の利用及び保護に関する規定に違反した場合の責任並びに紛争の解決 

(15) 暫定規定及び 終規定 

 

 (1)一般規定については、用語の定義については詳細な規定が盛り込まれ、目的や原則は簡素化、
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明確化されているものの、骨格は変わっていない。 

  

 まず、国際協定は法の規範に優先すると規定されている（新法第2条）。 

  

 法の目的は、地下資源の利用と国益の保護の関係を規定すること、法の目標は、経済成長の維

持、適法性の維持、様々な段階における利益の統合、鉱物埋蔵量の再生産の維持、及び投資に好

ましい環境作りとされている。 

  

 原則は、簡素化され、①地下資源の合理的、複合的及び安全な利用、②地下資源及び環境の保

護の継続、③事業実施の公示、④地下資源の有償利用、の4点となっている（新法第5条）。 

 

3-2-2 (変更点1) 国の優先権に関する変更点 

 新法には、地下資源の利用におけるカザフスタン共和国の優先権という条文が導入された（新

法第12条）。これにより、国の優先権としては、①鉱物資源の取得（旧法第67条と同様）、②地下

資源利用権の有償・無償での譲渡、及び、③地下資源利用権を有する企業、地下利用権を有する

企業の意思決定に直接的・間接的に影響を及ぼす企業、又は地下資源利用事業に関連する企業の

株式の有償・無償での譲渡（旧法第71条より拡大）の際に適用される規定となった。 

 これは、国の優先権が、従来の売買契約だけでなく、地下資源利用権や株式が有償・無償譲渡

された場合であっても、国家機関又は国営企業が、他の取得希望者から提示されたものよりも同

額以上で優先権を行使できる。なお、無償譲渡の場合には、市場価格により優先権は行使される

との規定がある。 

 そのための手続きについては、地下資源利用権の所管機関へ申請され、5日以内に省庁間委員会

が30営業日以内に検討を行い、所管機関に対して購入又は購入辞退の提案を行い、提案に基づき

決定された国営企業は6か月に以内に当該取引購入を終了するなどの規定が定められている（新法

第13条）。 

  

3-2-3 (変更点2) 地下資源利用権に関する変更点 

 まず、地下資源利用権については、探査及び採掘の両方を行う地下資源利用権が存在しない形

になっている（新法第26条）。 

 

 次に、国営企業が強制的に参加する契約では、事業者の資本金のうち、国営企業の出資の割合

は50％以上でなくてはならないとされている（新法第27条）。 

 

 また、旧法では、契約後の法改正の適用について、地下資源利用者の状況が悪化する場合には、

契約時の法律、税制などが契約終了まで適用される保証が与えられていた（旧法第71条）が、新

法においては、地下資源利用者の商業活動を直接悪化させた場合にのみ、法改正が適用されない

と変更された。つまり、税率等の変化は、商業活動を直接悪化させたことにはならず、新法にお

ける契約においては、税制改正は既存契約の条件変更に影響することになる。 

 

 地下資源利用の権利の譲渡時に所管機関の許可が必要な場合については、旧法の規定（第14条）

に加え、地下資源の利用権及び地下資源利用者の株式の差し押さえを行う場合、法人への新規参

加者に伴う増資の結果、地下資源利用者の株式に対する権利が発生した場合、地下資源利用者で
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ある法人の株式又は同法人の株式を所有する法人の株式公開を行う場合等が追加されている（新

法第34･36条）。 

 

 同時に、所管機関の許可が必要でない場合としては、 

・ 証券市場における地下資源利用者の株式の取引又は派生商品を譲渡する取引 

・ 100％子会社に対して地下資源利用権又は地下資源利用法人の株式を全部又は一部譲渡する

場合 

・ 100％関連会社（株式の100％を直接又は間接に1社が保有されている会社）の間で、地下資源

利用権又は地下資源利用法人の株式を全部又は一部譲渡する場合を掲げている 

 

 また、地下資源の利用権の譲渡には旧法同様2年間の猶予期間が必要であるが、例外として、地

下資源の利用権が担保として差し押さえられた場合に加え、地下資源利用者の再編成が行われる

場合、地下資源利用権を国営企業又はその子会社に譲渡する場合については、適用にならないと

されている。 

 

3-2-4 (変更点3) 入札手続きに係る変更点 

 期日については、何点か変更がなされている。 

・ 入札条件の公示日から入札結果をまとめる期間は、旧法の3か月から4か月に変更（新法第45

条）。 

・ 入札結果をまとめるための期間は、旧法の2か月から15日に変更。ただし、専門委員会の決定

があれば1か月まで延長可能（新法第50条） 

・ 申請者に対して地質学的情報を提供するまでの期間を申請から1か月以内と規定（第47条）。 

 

 また、落札者を選択する基準を旧法の9点から、以下の2点に大幅に簡素化している（新法第50

条）。 

・ 権利取得ボーナスの規模 

・ 地域社会･経済の発展とインフラ発展のための地方予算からの控除額（支払額）の規模 

 

 入札が無効となる条件については、旧法第45条のほかに、契約の締結日前に、落札者となった

法人の資本参加者又は株式構成に変化があった場合が加えられている（新法第53条）。 

 

3-2-5 (変更点4) 直接交渉による地下資源利用権の付与に係る変更点 

  

 従来の入札手続きに加え、探鉱段階から採掘段階に移行する際の地下資源利用権の付与につい

て、5章として追加されている。 

 

 大きな変更点は、旧法では、調査契約の下、商業化可能な埋蔵量の鉱物鉱床を発見した地下資

源利用者は、採掘を行う権利を取得する直接交渉の排他的権利を有する（第64条1）とされていた

が、新法では与えられるのが直接交渉の優先権に変更されている（新法第58条）。 

 

 優先権が与えられた場合、所管機関は、2か月以内に①サイン･ボーナスの金額、②製品、労働、

サービスの調達におけるカザフスタン優遇の度合い、雇用規模、③地域社会インフラ整備のため
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に地元政府に支払う金額、について採掘契約条件を通知する。 

 申請者が上記条件に合意し、当事者同士が直接交渉協定に署名した日から24か月以内に申請者

が合意しなかった場合は、直接交渉による地下資源利用権の付与手続きは終了し、通常の入札手

続きに移行する。 

 なお、所管機関が採掘契約の締結を拒否した場合は、探査等の費用の払い戻しを請求できる。 

 

3-2-6 (変更点5) 地下資源の利用契約に係る変更点 

 

 地下資源利用契約の形態については、探査及び採掘の両方を行う契約、並びに生産分与契約は

削除されている3。また、採掘契約については、採掘及び第一次加工契約と変更されている（新法

第59条）。 

 

 契約条件に、契約の準拠法をカザフスタンの法律であること定めることを明文化している。ま

た、契約上の義務違反時の罰金を契約上記載することが望ましいとされている（新法第59条）。こ

れにより、契約者は、民事及び行政上の責任を問われる可能性がある。 

 

 落札者は、探鉱調査や採掘に関する契約の締結前に設計文書を作成し、鉱床に関する見積もり

作業を行い、作業プログラムについて、契約締結前に承認を受けなれればならないことが明確化

されている（新法第62･64条）。 

 

 採掘に関する計画文書の調整に係る調査義務については、7つから法律、環境、経済の3つに減

少している。一方、専門家による調査期間は、1か月から2か月に増加している。 

 

 プロジェクトに関する文書の作成期間は、探鉱調査の場合は6か月、採掘プロジェクトの場合は、

直接交渉協定日又は落札結果発表日から起算して18か月とされている（新法第63･65条）。 

 

 サイン・ボーナスの支払条件について、入札結果が公示されてから1か月以内に落札者は50％の

サイン・ボーナスを支払い、契約登記後1か月以内に残りの50％を支払うよう変更されている。な

お、落札者の過失により契約を一定期間内に締結しなかった場合には、サイン･ボーナスは返還さ

れない。 

 

 また、契約締結までの期間は、探鉱契約の場合には18か月、採掘契約の場合は直接交渉協定日

又は落札結果発表日から起算して24か月までと限定とされている。なお、落札者は、確たる理由

を添えてこの期間を延長できる（新法第66条）。 

 

 契約の有効期間については、探鉱の調査期間は6年間で、延長は、商業埋蔵量が発見された場合

に限り、その査定分に必要な分だけの延長と変更されている（新法第67条）。また、採掘契約につ

いては、固定期間が定められていない。 

 

                                                 
3 カザフスタン法律事務所 GRATA からのコメントによれば、新法61条に「探鉱・採掘権」は設定されているも

のの、政府の指示があった場合、戦略地域又は複雑な地層にある鉱床の場合に設定が限定されるとのことである。 
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 戦略的に重要な地下資源の賦存地域における契約条件の変更については、同様であるものの、

旧法では、地下資源利用者の行動により「経済的権益が極めて大きく変動する場合」とされてい

たが、新法では、地下資源利用者の行動により「経済的権益が変動する場合」と契約変更や解除

理由となりうる場合が拡大している（新法第69条）。 

 

 一方的な契約解除を行うことができる理由については、 

・ 契約、作業プログラム、プロジェクトに関する文書に定める義務について3通以上の違反を一

定期間内に解消しない場合 

・ 地下資源利用権及びそれに係る法人の株式譲渡にかかる国の優先権の規定に従わない場合 

・ 契約修正の合意または修正した契約締結までの期間が満了した場合（契約修正ができなかっ

た場合） 

となっている。 

 

 地下資源の利用者の権利として、司法手続きにより契約を期間前に解除する権利、又は契約に

定めた理由のある場合は、契約の履行を一方的に拒絶できる権利を規定している。 

 

 なお、所管機関の権利として、契約解除となった事由であるデータが無効である場合、契約義

務違反が地下資源利用者の意思によらなかった場合、別途、解除契約を再開する手続きを設けて

いる場合には、解除となった契約を元に戻すことができるとの規定が設けられている（新法第71

条）。 

 

 契約が無効となる理由については、以下のとおりである。 

・ 地下資源の利用権を付与する入札が無効である場合 

・ 契約に法で義務付けている条件が記載されていなかった場合 

・ 契約締結の際に、誤っていることが明らかな情報が所管機関に提出されていた場合 

・ その他の理由が法律で定められている場合 

なお、契約が無効となった場合であっても、鉱区を国に返還する義務及び地下資源利用事業の

結果を清算する義務を免れない。 

 

3-2-7 (変更点6) 地下資源の利用者の権利に係る変更点 

 

 新法では、旧法の義務に加え、先端技術や加工技術を有する企業を育成・利用する義務、イン

フラ整備を建設及び利用する義務を新たに加えている。 

 

3-2-8 (変更点7) 地下資源の利用及び保護に関する規定に違反した場合の責任並びに紛争の解

決に係る変更点 

 

 大の変更点は、旧法では、契約の履行及び解除に関する紛争が、当事者間の協議や、以前に

合意済みの紛争解決手続きにより解決されない場合には、裁判所に解決を依頼するか、投資に関

する法律に基づき、国際仲裁機関に解決を依頼することができる（第71条の2）とされていたが、

国際仲裁機関への解決の依頼が削除されたことである。 

 カザフスタンにおける国の関与の増大、ライセンス契約の見直しによる紛争が増加する中、外
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国投資家、金融機関としては、新法に基づく紛争解決方法の脆弱性が大きな問題となる可能性が

ある。 

 

3-3 新しい地下資源利用法のポイント 

 以上から、新しい地下資源利用法のポイントを整理すると以下のとおりである。 

 

新法の特徴は、資源開発に係るカザフスタン政府の関与を強め、カザフスタン共和国の国益の

保護を極めて重視するという近年の同国の資源政策の傾向を明文化し、従来は別々の法律であっ

た、石油・天然ガスと鉱物資源（ウランを含む）とを包括的に束ね、エネルギ－・鉱物資源開発

を網羅する法律体系を構築したことである。 

 

具体的には、以下のような内容がポイントとなる。 

① 地下資源利用権について、探鉱権と採掘権とに分割され、探鉱・採掘を連続して行う権利は

なくなった。また、契約形態については、生産分与契約（PSA）は規定が削除され、また、

採掘契約は「採掘及び一次加工契約」に変更された。その結果、探鉱契約終了後、原則とし

て改めて採掘に係る入札を行うため、探鉱・開発事業を連続して行う可能性が低くなった。 

② 落札者を選択する基準は簡素化され、権利取得ボーナスの規模及び地方予算への支払額の2つ

となった。ボーナスは落札者決定後50％を支払い、契約締結後50％を支払う。ただし、落札

者の過失により契約できなかった場合には、支払ったボーナスは返却されない。 

③ 国営鉱山会社が50％以上権益を有する場合は、上記入札を行う必要がなく、地質・地下資源

利用委員会への認可の下、探鉱契約後に採掘契約を連続して締結することができる。ただし、

入札を行ったかどうかにかかわらず、探鉱契約時・採掘契約時の2度ボーナスの支払いが必要

となる。 

④ 生産された資源の売買だけでなく、生産企業の権益や株式の譲渡（無償譲渡を含む）につい

ても国に優先権が生じることとなった。 

⑤ 契約期間中に地下資源利用者にとって不利となる法律や税制の改正があった場合、既存の契

約時点での法制度が保証されるとの規定が変更され、制度改正が商業活動を直接悪化させな

い場合には、契約変更を強いられる可能性がでてきた。 

⑥ 所管機関が一方的な契約解除や契約無効となる事由が明確化された。具体的には、一定期間

内に契約義務違反等を3通以上解消しなかった場合、国の優先権規定に従わなかった場合、契

約修正等が期間内に終わらなかった場合には契約解除され、入札が無効であった場合、法律

上の義務付けが契約に含まれなかった場合、明らかに誤った情報を記載した場合等の場合は

契約は無効とされる。 

⑦ 契約の履行や解除に関する紛争が当事者間の協議等で解決されない場合は、裁判所に解決を

依頼することとなり、従来可能であった国際仲裁機関に解決を依頼することができなくなっ

た。なお、二国間投資協定等の国際協定で別途国際仲裁機関への解決を依頼できるようにな

っている場合には、この限りではない（日本・カザフスタン間の投資協定は、現在協議中で

ある。）。 

⑧ 地下資源利用者だけでなくその請負先は、カザフスタン製の部品・製品、並びにカザフスタ

ンの労働・サービスが国外のものと比較して同等以上の場合には、活用する義務は従来どお

りであるが、加えて新たに、先端技術・加工技術を有する企業を育成・活用する義務及び必

要なインフラを整備する義務が追加された。 
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3-4 外国投資に関する諸制度 

 現行のカザフスタンにおける投資制度は、投資法（2003年1月8日付）に基づいている。同法は、

従来、外国投資への優遇策の基となっていた外国投資法（1994年12月27日付）及び直接投資支援

法（1997年2月28日付）に置き換わるものである。 

 

 投資法では、外国投資家と国内投資家とを区別なく平等としているが、その結果、従来の外国

投資保護の措置（契約時の条件保証4等）が取りやめ、又は変更されている。 

  

 現在の投資に関する主な規定としては、契約条件の保持（一部例外あり）、投資特恵の付与、国

の投資政策の透明性、国有化や接収の場合の損失補償などが挙げられる。 

  

 外資がカザフスタン国内に設立できる法人としては、支店や駐在員事務所のほか、外資が出資・

設立する法人、カザフスタン側のパートナーと共同出資する合弁会社としての法人がある。これ

らはそれぞれ登記には、3～4週間程度必要とされている。 

 法人の形態としては、一般的な有限会社、株式会社のほか、合名会社、合資会社、付加責任会

社（Additional Liability Partnership）がある。 

 

①契約条件の保持 

 同法においては、カザフスタン共和国は、投資家とカザフスタン国家機関との間の契約につい

て、当事者間の合意による変更を除き、契約事項の保持を保証するとしている（第4条第3項）。し

かし、但し書きの中で、法改正及び同国が参加する国際合意の発行や改正に伴う状況の変化等の

場合は契約の保証から除かれてしまっている。 

 加えて、同法第23条には、同法施行前の投資契約に伴う特権は、契約期間満了まで有効との優

遇規定があるが、この投資特恵は政府が認定した優先活動のみに限られており、地下資源利用活

動はこれに含まれていない。 

 こうしたことから、現在のカザフスタンでは、地下資源利用に関する契約の場合、税制改正な

どを含む諸制度の改正が、既存契約にも波及するということになる。 

 

②投資特恵の付与 

 投資法第15条では、別途定められた「優先活動」に対する投資であって、カザフスタン共和国

の法人が所有する固定資産への投資のうち、新技術を使った新しい製造工場の設立、生産能力の

拡大等に対する投資については、投資委員会への申請により投資特権が与えられるとしている。 

 この冶金を含む加工産業は、「優先活動」として位置づけられていることから、特恵措置が講じ

られる可能性がある。 

 この場合の優遇措置としては、関税の免除（第17条）又は投資支援（第18条）がある。関税の

免除は、投資委員会から関税管理委員会への通知書により、投資契約の登録後、通常1年、 長5

年までの機材や付属品を輸入する場合に適応される。 

 また、投資支援とは、同国法人の固定資産の30％（市場価格）を限度として、土地、建造物、

                                                 
4 従来の契約時の条件保証（いわゆる「グランド・ファーザー条項（外国投資法第6条第1項）」） 

 従来の外国投資法においては、法律改正及び国際合意の発行や改正により外資の立場が不利になる場合、投資

開始時点の法律が10年間保証される、国家機関との長期（10年超）の契約に基づく投資の場合には、契約に記載

のない限り、契約有効期間中は投資会氏時点の法律が適用されることとなっていた。 
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電子装置、コンピューター技術、測定・制御装置、車両等が提供されるものである。なお、2005

年から2007年に締結された契約のうち、投資支援は318件、総支援額は7,010億 KZT であった。 

 

③投資関連の税制の優遇（税制全般については別途） 

 現在のカザフスタンの税法（2009年1月1日施行）では、投資関係の税制優遇は、上記優先活動

への投資実施に利用するための建造物、機材の費用について、当該年又は3年以内に課税所得の控

除対象とすることができるというものだけである。 

 なお、2009年1月1日までは、例えば、投資案件に限定された新規法人の場合、法人税全額免除、

地税、資産税の免除などの措置が講じられていたが、現在の税法への改正に伴い、廃止されてい

る。ただし、2009年1月1日までに締結された投資契約については、契約期間中は旧税制が適応さ

れる。 

  

④仲裁 

 現在の投資法は、1994年の外国投資法と比較して、投資争議の定義を狭めており、投資活動に

関して、投資家と国家機関との契約における契約義務を根拠とする争議のみを対象としている。 

 また、外国投資法では、国の同意なくとも国際仲裁への移行が認められていた（第27条）。一方、

現在の投資法では、投資争議は国際協定及び国内法に従って解決を目指すべきとされている。 

 

⑤二国間投資協定 

 カザフスタンは、投資の促進と相互保護に関する二国間協定を、中国、ドイツ、インド、フラ

ンス、韓国、ロシア、英国、米国など42か国と締結している。協定の相手国には、 恵国待遇、

収入の自由な利用、差別待遇、及び国有化や接収からの保護などのほか、投資争議に当たり仲裁

合意なくとも国際仲裁に移行できる権利など、多くの保証が与えられている。 

 上記のとおり、新しい地下資源利用法では、国際仲裁手続きへの移行規定が削除されており、

外国投資家、銀行等の懸念材料となっている。 

 

 日本企業による投融資に関してこうした影響を除去するためには、日本・カザフスタン国間で

二国間協定を結ぶことが極めて重要である（日本・カザフスタン間の投資協定は、現在協議中で

ある。）。 

 

 

3-5 地下資源利用に係る税制 

 カザフスタンにおける税金の種類は、法人所得税、個人所得税、付加価値税（VAT）、物品税、

地下資源利用税、社会税、地税、資産税、車両税、ビジネス登録税等となっている。 

 2009年1月1日に新税制が施行されたが、それまで地下資源利用者のための税制は、①地下資源

利用に係る契約、②生産分与契約に分かれていたが、新法により後者は削除されている。 

 

 2009年の新税制の適用による税率の変更は以下のとおりである。 

・ 法人税は以前の30％から2009年は20％、2010年17.5％、2011年から15％へと段階的に低減 

・ VAT は、13％から12％へ低減 

・ ロイヤルティ(2～6％)に代わる鉱物採掘税（MET: Mineral Extraction Tax：7～20％）の導入 
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・ 超過利潤税における無税基準を20％から25％に引き上げ（地下資源利用者の累積控除額が年

間総所得の125％を超えた場合、支払い義務が発生。税控除額の25％超に対しては、純利益に

対して変動税率0～60％が課税される。） 

・ ボーナスとしては、地下資源利用権獲得時のサイン･ボーナス及び商業量発見ボーナス（確認

埋蔵量の0.1％） 

・ 輸出エネルギー資源（原油、ガス、石炭）使用税：税率7～32％。 

 

 なお、従来のロイヤルティでは、地下資源利用者に必要な輸送料及び付随経費が考慮されてい

たが、MET では考慮されず、国際価格の相場により計算される。その結果、ロイヤルティの税率

は2～6％であったがが、MET では7～20％となっている。 

 

 また、MET については、2008年7月以降の世界的な金融危機、資源価格の低下に対応して、新

税制の税率は、別表のとおり、2年間軽減されている。なお、別表に掲載されていない、レアアー

ス（希土類金属）の MET は、カザフスタン政府によって制定されるとされている。 

＜MET 税率＞ 

MET 税率(％)    

2009年 2010年 2011年以

降 

クロム酸鉱石(精鉱)  16.2 16.8 17.0 

マンガン、鉄マンガン鉱石(精鉱) 2.5 2.8 3.0 

鉄鉱(精鉱、ペレット)  2.8 3.2 3.5 

1 鉄、非鉄、放射性

金属の鉱石 

 

ウラン(生産的な溶解、採掘方法)  22.0 23.0 24.0 

銅 5.7 7.0 8.0 

亜鉛 7.0 8.0 9.0 

鉛 8.0 8.25 8.5 

金、銀、プラチナ、パラジウム 5.0 5.5 6.0 

アルミニウム 0.25 0.28 0.3 

2 金属 

 

錫、ニッケル 6.0 6.0 6.0 

バナジウム 4.0 4.0 4.0 3 金属を含む鉱物原

料 クロム、チタン、マグネシウム、コ

バルト、タングステン、ビスマス、

アンチモン、水銀、ヒ素、その他 

6.0 6.0 6.0 

ニオブ、タンタル、セリウム、ジル

コニウム 

7.7 7.7 7.7 4 希少金属を含む鉱

物原料 

 ガリウム 1.0 1.0 1.0 

セレン、テルル、モリブデン 7.0 7.0 7.0 5 分散された金属を

含む鉱物原料 スカンジウム、ゲルマニウム、ルビ

ジウム、セシウム、カドミウム、イ

ンジウム、タリウム、ハフニウム、

レニウム、オスミウム 

6.0 6.0 6.0 
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6 放射性金属を含む

鉱物原料 

ラジウム、トリウム 5.0 5.0 5.0 

石炭石、褐炭、可燃性の粘板岩 0 0 0 

燐灰岩 4.0 4.0 4.0 

ホウ素硬石膏 3.5 3.5 3.5 

重晶石 4.5 4.5 4.5 

タルク 2.0 2.0 2.0 

ホタル石 3.0 3.0 3.0 

珪灰石  3.5 3.5 3.5 

シュンガイト  2.0 2.0 2.0 

7 非金属を含む鉱物

原料 

黒鉛、その他 3.5 3.5 3.5 

装飾用石材料 

8 宝石を含む鉱物原

料  

ダイヤモンド、ルビー、サファイア、

エメラルド、ザクロ、アレキサンド

ライト、赤(希少)スピネル、ユーク

レース、トパ－ズ、アクアマリン、

その他 

12.0 12.0 12.0 

9 装飾石を含む鉱物

原料 

軟玉、青金石、ロードナイト、キャ

ロイト、孔雀石、アベンチュリン、

メノウ、碧玉、ピンク石英、翠銅鉱、

玉髄、その他 

3.5 3.5 3.5 

10 工業用石を含む鉱

物原料  

ダイヤモンド、鋼玉、メノウ、碧玉、

蛇紋岩、ジルコン、アスベスト、雲

母、その他 

2.0 2.0 2.0 

 

税法(第339条)は、一次処理(強化)を通過した鉱物原料および石炭における MET 率を制定し、現

行の税法の序文における法律(2008年12月10日付の第2条)は2009年と2010年に下げられた税率を

設定し、法律によって制定された税率の執行は2011年1月1日まで延期されている。 

 

商業利用されない(簿外の)採掘場から採取されたすべての種類の鉱物および鉱物原料の MET

率は、0％である。 

貴金属および希土類金属(リチウム、ベリリウム、タンタル、イットリウム、ストロンチウム、

プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウ

ム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム)の MET

率は、カザフスタン政府によって決定される。 

 

非営利的な(オフバランスの)採掘場から採取されたすべての種類の鉱物および鉱物原料のMET

割合は、0％の割合で支払われる。 
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低収益な鉱床における問題 

2009年1月末、政府は、地下資源ユーザーによる雇用を縮減しないことと交換に MET 割合を下

げると約束した。個々の状況に応じて MET 割合を考慮することを計画した。低収入鉱床のた

めの MET 割合引き下げの可能性は、新税法によって提供される。2009年2月末に、経済予算計

画大臣 Bakhyt Sultanov は、低収入鉱床のための MET 割合の削減は、2009年5月から開始され

る予定であることを約束した。3か月の調整の後、2009年4月8日付の国家法令第492号によると、

低収益および低借方の鉱床に関連する法律を承認した。採掘会社は公然と低収益鉱床のための

MET 削減の政府による遅延に不満を示していた。 

Kazzinc Hamit Zhakupov の副社長：どの鉱床が低収益として考えられるか（役員と実業家の

観点からこの問題を分散して考えたとき）を定義する部門間委員会を規則に従って作った。こ

の部門間委員会の構成は、エネルギー・鉱物資源省に委任されている。ゆえに、たとえこの部

門間委員会が創設されなくても、低収益鉱床を所有している地下資源ユーザーは、MET 割合

の削減を申し込むことはできない。文書を渡す人が誰もいないからである。採掘・冶金企業団

体の常務取締役 Nikolay Radostovets：経済省と大蔵省は、利益が無い鉱床だけが、低収益の

カテゴリーに載せることが可能であることを強く主張している。3-5％の収益性の鉱床を持つ

地下資源ユーザーは、MET の削減に応募することはできない。Radostovets 氏は、10％以下の

収益性をもつ鉱床は、低収益として資格を受けるべきである。実際、大規模な採掘会社のいず

れもそのような鉱床を持っている。 

出典：Expert Kazakhstan の出版物からの要約 

 

3-6 税制の安定性 

Grata 企業の弁護士のコメントによると、法律上、地下資源使用における契約は、地下資源使

用における契約形態である PSA と異ならず、それらは同一の有効性を持っている。また、契約

登録の認可を受けている組織の証明書によって承認された地下資源使用における契約と、カザフ

スタンの大統領によって承認された地下資源使用における契約には相違が存在しないことに注目

することが必要である。カザフスタン法の中には、大統領による地下資源使用における契約の記

述の必要性についての規定は無く、概して、契約当事者としてのカザフスタンは、エネルギー・

鉱物資源省の名における政府と投資のための政府機関によって代表されてきた。地下資源使用と

PSA における契約内容、様式、当事者、そして有効性と、大統領によって認可された地下資源使

用契約とは同一である。 

税金方式の安定性は、地下資源使用契約に直接固定されており、当事者は契約の有効期間の終

了まで地下資源使用における契約の下で税金方式の安定性の保証を遵守することを義務づけられ

ている。 

それは、カザフスタンが地下資源ユーザーに新しい税金を課すことや現在の税金を引上げるこ

とができないことを意味しており、地下資源ユーザーは、契約終結日に地下資源使用における契

約条項と確固とした税法に厳密に従って税金を支払うことが義務づけられている。 

このような地下資源ユーザーに関連する新税法が普及する唯一の可能性としては、もしも契約

下におけるカザフスタンと地下資源ユーザーの初期における経済的利益の変化が両者にとって魅

力的でないときは、契約当事者同士の合意の下においてのみ、税方式の改訂版に関して契約の中

に訂正と追加を行うことである。 

地下資源ユーザーの税金チェックの実行は、税金組織と地下資源ユーザーが、税金安定性の原

理を守り、税金法を契約終結日に適用することを示している。 
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税金方式の安定性は、裁判の執行によって立証される 。そのため、例えば、2006年6月23日付

のカザフスタン 高裁判所判例№5第17項「税法の応用における裁判の執行に関して」によると、

地下資源使用における契約に基づいて活動している納税者の参加に関して、1995年4月24日付で効

力を終えた税法の後に税金方式の安定性を確立し、そのような契約の発効日に作用している税法

の物質的な規則が適用される。 

 

METの長所と短所 

国は、地下資源使用契約の圧倒的多数の税金方式の安定性をキャンセルする政治判断を下した

が、一方で、カザフスタンにおける地下資源使用契約が、新税法と異なる規定を設定する時に、

地下資源ユーザーには逆説的な状況が発生した。現在多くの地下資源ユーザーは、新しいMET

税と強化された使用税を含む税法を受け入れるかどうかを決めている。企業における税金の専

門家が直面している別の難解な点としてはMETの計算法である。例えば、採掘と一次処理にお

ける生産費の計算に関わる問題である。新税法が延長される期間の 初の税検査後にはじめて

多くの問題が取り除かれると私は信じているが、それは2010年中旬以前には起こらないであろ

う。 

元来、税金の主要部は、METによるロイヤルティの代替理由の1つとして名付けられたが、輸

送費を故意に過大計上したり、運送会社に無駄な時間の支払いを行うなどして地下資源ユーザ

ーに乱用されてきた。もしもこのような問題が存在するならば、法律を特定するか、あるいは

追徴課税による罰則や有罪の地下資源ユーザーに対する行政処分を行うことが必要である。従

って、METは初期の経営ロイヤルティと比較して欠けている点があると私は考えている。 

私は、採掘産業に対する長所は実際的に存在しないと考えている。法人税、VAT、そして個人

所得税率は下げられているので、はるかに多くの短所が存在している。第一に、2004年1月1日

以前に締結された地下資源使用契約の基盤の下、カザフスタンで働いている事実上すべての地

下資源ユーザーは、契約内で確定された税方式の安定性の保証を失っている。契約の締結時に

おいて、投資家は地下資源使用契約内で設定され、その導入日において効力をもつ税法内で設

定されているたこれらの税金のみを支払うことを調整した。そのような地下資源ユーザーに対

する新たな税金は拡張されないであろう。現在、この保証は実際撤回されている。 

第二に、税金負荷はかなり増加している。 

税法の中で、いくつかの問題は曖昧に処理されている。税法の空白点、相反点、および不一致

点が、税金チェックの間に地下資源ユーザーにとって大きな問題になりうると断言でき、追加

費用と税金論争が引き起こるであろう。 

出典：Grata«Капитал.kz»の共同経営者兼税金部門長A.Daumovのコメントの要約、№04 

(191), 05.02.2009。 
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４ その他の規定 

4-1 地下資源の利用の対象の清算および保存に関する規制 

地下資源の利用の対象の清算および保存の規則は、（1997年7月6日の、カザフスタンのエネルギ

ーおよび天然資源副大臣の承認による地下資源の利用事業の中止または一時停止の手続きの代わ

りに）2008年1月23日のカザフスタン共和国政府布告第53号で定められている。 

この規則は、一般規定と、地下資源の利用の対象の清算および保全の手順の2つの部分から成る。

注：地下資源の利用に関する法案には、上記規則の主な条項が組み入れられている。 

 

4-2 一般規定 

第1条では、規制の対象となるものが定義されている。地下資源の利用の対象とは、国による地

下資源の地質学的研究、調査および採掘に関する作業が行われている場所を指す。なお、この作

業には、地下水および処理用の泥の調査や採取、ならびに調査及び/又は採掘に関係のないよう

な、廃水の貯蔵場所および地下建造物の建設及び/又は運営のための地下資源の調査なども含ま

れる。ただし、地下資源の利用の対象であっても、技術的な単位（ブロック、パネル、開発なら

びに異なった機能を持つ石油・ガス井のある場所）は除く。これらは、調整が行われ、かつ承認

を受けた採掘作業の推移に関する計画（年間作業プログラム）に従って清算される。 

 

第3条では、以下の規定が置かれている。 

1） 地下資源の利用の対象を清算または保存する作業に従事する人員の安全の維持 

2） 保存の対象物の安全の維持 

3） 地下資源の利用の結果生じる悪影響（断層のずれ、倒壊、地滑り、洪水、地盤沈下）からの、

建物および建造物の保護。 

4） 生態学的および衛生・疫学的規定の遵守継続。同規定には清算が環境に対して与える影響の

算定および地下資源の利用の対象の保存プロジェクトの策定などが含まれる。また当該プロ

ジェクトには、国による生態環境ならびに衛生および疫学的調査（専門家による検討）にて

当該プロジェクトに肯定的結論が出た旨の書類の添付が義務付けられている。 

5） 産業安全性に関する規定の遵守継続。同規定には、サービス（事業）から産業目的物を除去

した時点で、産業安全性の宣言を出すことなどが含まれる。なお、この安全宣言には、産業

安全性に関する権限機関から肯定的結論が出た旨の書類の添付が義務付けられている。 

6） 地下資源の利用の対象の清算（保存）プロジェクトの下、環境への損害の清算 

 

第4条では、清算の対象物を別の用途に利用するためには、地下資源の利用者が地域の行政機関

に対し、通知を行わなければならないとの規定が置かれている。 

 

第5条には、プロジェクトの文書化の際に含まれるべき文書および措置の一覧が記載されている。 

1） 準備および地下資源の利用の対象の直接の清算または保存に関する問題点が示されている説

明書き 

2） 採掘または地質の割当てが行われた地下資源の実際の状態を完全に反映した、地質学的文書

および測量図 

3） 鉱床の完全利用を繰返し行うことの利益の見積り、ならびに保管している鉱物および廃棄物

の利用と安全性に関する見積り 
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4） 地下資源のさらなる利用および産業目的物をその他の用途に利用することの利益の見積り 

5） 地表の地勢図、地質図、露天採掘場の地図および地層中心の鉱床地図の写し 

6） 清算または保存される地下資源の利用の対象およびその他の産業目的物の配置案 

7） 水およびガスの分断、ならびに地下における火災の拡大の予防措置など、住民および人民の

安全、地下資源、環境、建物および建造物の保護の維持に関する措置 

8） 地下水の汚染を防ぐ措置 

9） 人員および住民の放射性物質に対する安全を維持する措置 

10) 地下資源の利用の対象の清算または保存が環境に与える影響の見積り 

11) 保存の期間中において、権限を与えられていない者が保存されている地下資源を利用したり、

そこへ立ち入ったりすることを防ぐ措置 

 

4-3 清算または保存の手順 

第6条において、地下資源の利用者は、所轄機関および環境保護に関する権限機関に対して、地

下資源の利用の対象の清算または保存の計画について、作業の開始および完了までの期間を提示

し、その実施の必要性を書面にて通知することが定められている。なお、その際には以下の文書

が添付されていなければならない。 

 

1） 実現可能性報告書、および地下資源の利用の対象の清算または保存の必要性を証明する計算

結果 

2） 採掘が行われていない鉱物資源、付随する鉱物のうち、採掘されたが一時的に使われていな

いものの有無、廃棄物（尾鉱廃棄穴および尾鉱内）の有無、ならびにその中に有用な成分、

有害物質および有毒物質が含まれているかどうかに関するデータ 

3） 採掘作業を行った結果、質および規模が変化した土地の有無に関するデータ 

4） 国による衛生および疫学的サービスに関する権限機関によって出された、清算または保存さ

れる地下資源の利用の対象およびそれに関連する対象物に隣接する領域における、全般的な

衛生および疫学的状況に関する結論 

5） 正当な方法で調整および承認された、地下資源の利用の対象の清算または保存のプロジェクト 

 

上記の文書によって、鉱物資源の実際の状態、地下資源の利用の対象の状態、割り当てられた

土地の範囲の地表が完全に示されていることが望ましい。 

 

清算および保存プロジェクトは、環境の保存、地下資源の研究および利用、産業安全性、衛生

および疫学的サービスならびに土地資源の管理に関するそれぞれの権限機関との調整を行うとと

もに、当該プロジェクトの計画および実施の作業に出資している地下資源の利用者より確認を受

ける（第7条）。地下資源の利用の対象を清算または保存する作業は、承認を受けたプロジェクト

に完全に一致する形で実施することが望ましい（第11条）。 

 

地下資源の利用の対象の清算および保存は、作業の実施に関する認可を受けており、かつ環境

保存の分野でサービスを提供している設計機関によって策定されたプロジェクトに従い行われる

（第8条）。 

地下資源の利用の対象の清算または保存に関する作業の資金は、清算基金を利用して調達する

（第9条）。 
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地下資源の利用者は、地下資源の利用事業が終了した後すぐに、地下資源の利用の対象の清算

または保存に関する作業を開始する。採掘が緊急の決定により終了となることを受け入れる必要

がある場合には、地下資源の利用者は、清算または保存を開始する前に、産業目的物を保存する

複合的な措置を取る準備を行う（第10条）。 

 

作業完了後、所轄機関によって結成され、環境保護、地下資源の研究および利用、産業安全性、

衛生および疫学的サービス、土地資源の管理に関する権限機関の代表者ならびに当該地域の行政

当局の代表者から成る委員会によって、地下資源の利用の対象の清算および保存に関する作業の

承認が行われる（第12条）。 

上記委員会は、当該清算または保存プロジェクトに定める作業の完全性および質について直接

調査および評価を行い、地下資源の利用の対象の清算または保存に関して行われた作業を承認す

る旨の文書（証書）を作成する（第13条）。上記承認の証書には、以下が同封されていることが望

ましい。 

1）生産または保存される地下資源の利用の対象およびその他の産業目的物の配置計画 

2）清算または保存プロジェクトにて実際に行われた作業の量とその一覧 

3）地下資源の利用の対象またはその一部の清算または保存にかかった実際の費用の明細書 

 

認められた形での作業承認の証書を受け取った後で、地下資源の利用者は、地下資源の研究お

よび利用に関する権限機関に対し、地質および測量に関する書類を送付する。当該書類は作業完

了時点に作成し、そこには当該鉱床における切土の図、地勢図、測量図、垂直投影図、地層中心

の鉱床地図ならびに地質図が含まれていることが望ましい。また、上で特定した3つの書類には、

資源残量の状態および鉱床の回収度合、産業目的物の状態ならびに当該地表のある場所の回復状

況が完全に反映されていることが望ましい。 

 

承認の証書は、環境の保存に関する権限機関より確認を受けた後、必要な付属書類とともに、

産業安全性に関する権限機関、当該地域の行政当局および地下資源の利用者に送付する（第14条）。 
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５ 地元優遇制（カザフスタン優遇制） 

5-1 概略 

カザフスタンはイノベーションの発展、先端技術の開発、先進国50か国に加わること、「国家

の産業リーダー」の育成などとともに、工業化に向けた様々な野心的目標を掲げている。多くの

中長期戦略およびプログラムを実現するため、開発機関が設立されている。 

国内の製造業者が国内工業消費に一層参加できるようにする手段の1つとして、地下資源の利用

者には契約によって、地元の製品、サービスの購入および地元労働者の雇用に関する義務が課せ

られている。2002～2009年の間には、カザフスタン地元優遇制の基準が発展し、関連する法律お

よび当該義務履行のあり方に修正が加えられた。 

 

カザフスタンの輸出入（2000年～2009年、10億 US$） 

0

50

100

輸入 5 6.4 6.6 8.4 12.8 17.3 23.7 32.8 37.9 28.4
輸出 8.8 8.6 9.7 12.9 20.1 27.8 38.2 47.7 71.2 43.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

出典：カザフスタン税関審査委員会 

カザフスタンの国家経済は、原

料の採掘産業に大きく依存し

ている。一方、製造業の競争力

は低く、投資家にとっての魅力

も低い。輸出が輸入を上回って

おり、産業の多様性は低い。輸

出の中では、競争力のある原料

が520億 US$に達している。こ

れは、2008年の輸出総額の73％

を占める数字である（石油およ

び石油製品、ガス、ウラン、化

学製品および金属製品、農業製

品その他）。 

 

主な製品の生産および輸出入（2008年、百万 US$） 

 生産 輸出 輸入 国内市場における国内生

産の割合（％） 

機械設備、輸送機器その他 2,473.0 1,284.3 15,475.0 7.7％ 

金属および金属製品 12,735.5 10,811.1 6,357 23.2 

鉱物 53,816.3 51,987.3 5,983.7 23.4 

化学製品および関連製品 3,212.24 2,472.3 3,971 15.7 

植物製品、食品 22,522.6 3,140.7 2,916.5 13.1 

木材、パルプ、紙 665.0 34.1 1,073.9 37.0 

布および布製品 332.5 233.6 365.7 21.4 

革製品 25.3 0.378 24.1 50.8 

出典：カザフスタン通商産業省 

 

2002年、産業の革新的発展戦略が策定され、地下資源の利用者に通知する国内産業の優先順位

が設定された。具体的には、この戦略では、カザフスタン優遇制（KC：Kazakhstan content）の

発展の方向性、国内のサービス市場のための高付加価値で競争力のある先端技術製品の創造、地

元の生産における国際的な品質基準の導入、外国の専門家の代わりとなれる人材の可能な限りの

確保に向けた訓練実施などが定められている。この政策を実現するための機関として、2002年に
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Kazakhstan Contract Agency 株式会社が設立された。 

 

2006年3月には、大統領からカザフスタンの人民へのメッセージが発表された。そこでは「石油

およびガスの各鉱床は、現代の家事労働サービスから、 も進んだ工学技術やソフトウェアに到

るまでのあらゆる領域におけるビジネスの発展に重要な地域としてとらえる必要がある」と述べ

られている。これに続いて、「地下資源の利用のサービス市場における地元優遇制の発展に関する

覚書」および「地下資源の利用者による購買活動の透明性構想の実現に関する覚書」が、通商産

業省と地下資源の利用者グループとの間で締結された。これらの文書には、石油会社およびガス

会社41社、鉱業会社21社ならびに国内の製造業者74社が賛同している。さらに、文部科学省は技

術者の専門技能の教育、再訓練および改善のため、国家機関、外国人投資家および外国企業との

間に18件の契約を結んでいる。 

 

2009年に、通商産業省はカザフスタン優遇制の発展構想2010～2014の草案を作成した。その中

で、問題の分析が行われるとともに、対応策および政策の方向性が設定されている。 

政府は、カザフスタンの製造業者に注文を出す際に、次の2つの規定を考慮する。すなわち、（1）

国営企業の購買方針の規制（「国による購買に関する法律」に定める）および（2）カザフスタン

の地下資源に投資する国際企業に対する規制措置の2つである。 

 

5-2 国による調達 

国家部門は、国家経済での存在感を増しており、今や製品およびサービスの消費が も多い部

門の1つとなっている。 

 

2009年上半期における国による購買状況 

 購買総額 

(百万 KZT) 

地元からの

調達額 

地元優遇度合

製品 18,563.4 7,223.9 38.9

労働 8,876.  6,677. 75.2

サービス 13,258.5 9,252.3 69.8

合計 40,698.5 56.9

Samruk-Kazyna

の資金を含む 

1,130.5 924 66.0

出典：通商産業省のデータ 

 

国営福祉基金 

「Samruk-Kazyna」（大規模

な国営企業に出資している）

は、国営企業によって輸入さ

れているが、中期的には地下

資源の利用、鉄道輸送、電気

通信および電力産業の4部門

に特化した国内企業が製造す

ることもある生産物の一覧

（KCの発展に関する単一の

プログラム）。 

同基金に入ってくる金融機関の貸付による資金は、この目的のために利用される予定である。

2009年の上半期において、契約79,060件の下で行われた、国による購買金額は、407億 KZT であ

った。また、製品、労働およびサービスの KC は56.9％であった。 

 

カザフスタンでは、地下資源の利用事業のサービス市場が も大きい。石油会社および鉱業会

社の年間購買量は、通商産業省によれば、180億US$であった。内訳は、製品が80億US$、サービ

スが100億US$となっている。各業界における調達の内訳は、次のとおりである。 

石油産業：機械設備39％、金属および金属製品21％、化学製品14％、その他26％ 

鉱業：化学製品および関連製品42％、機械設備および輸送機器27％、金属および金属製品11％、
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その他20％ 

 

地下資源の利用事業における地元の優遇制 

（注：KC の度合および地下資源の利用者に関するデータは同省以外からも出ているが、数値

がそれぞれ異なっている） 

2008年12月の Vladimir Shkolnik 通商産業大臣の発表によれば、地下資源の利用契約575件（固

体鉱物378件、炭化水素197件）において、KC の状況は以下のとおりであった。 

- 購買金額の 43.4 ％を占める 3 件の契約では、 KC に関する規定が一切なかった

（Tengizchevroil、Ajip CCOおよびKarachaganak Petroleum Operating）。 

- 残りの572件の契約（購買金額の56.6％を占める）では、KCに関する規定がある程度存在し

ていた。うち500件は、具体的な件数を定めず、一般的なKCに関する義務があるのみであ

った。一方、残りの72件は50％という水準を設定していた（ただし、この義務が完全に履

行された契約は2件のみであり、45件では部分的に履行されたに過ぎなかった。また、25件

では、KCに関する義務が一切履行されなかった）。 

地下資源の利用者575名のうち、135社に実際の監視が行われたのみであった。一方、地下資源

の利用者による購入予算は39億US$であった。 

出典：通商産業省のデータ 

 

契約に特別な地位や法律の安定性を定めても、国家機関は地下資源の利用者にカザフスタンの

製品、労働およびサービスの調達に関する義務を明確に設定する政策を遂行できなかった。し

たがって、地下資源の利用者がカザフスタンの製品、労働およびサービスを一定量購入し続け

る規定が履行されたのは、全契約（628件）のうちのほんの一部（233件）のみであった。また、

購買計画を提示した地下資源の利用者は181名のみに留まった。KCの度合は、納品された製品

全品目の平均で算定される。石油およびガスでは8.4％、鉱業では22％であった。2008年の9か

月間での結果に続いて、KCが10～15％を超えないのは明らかだ。 

出典：外国人投資家協議会、2008年12月 

 

2008年、地下資源の利用のための製品調達における地元の優遇度合の数値は、2007年の13.5％

から9.3％に下がった。サービスの場合も同様に、87.4％から82.1％に低下した（地下資源の利

用者190名の報告による）。 

2008年における製品の購入総額は、2,744.5百万US$であった。そのうち、カザフスタン製の製

品の購入額は、256.1百万US$であった。2008年における地下資源の利用事業における労働およ

びサービスの購入量は、6,102.8百万US$であった。そのうち、カザフスタンの業者からの購入

金額は、5,008.4百万US$、外国の業者からの購入金額は、1,094.4百万US$であった。 

出典：通商産業省のデータ 

 

エネルギー・鉱物資源省の報告によると、2009年には地下資源に関する契約618件に修正が加

えられ、カザフスタン製の製品を総額3,320億 KZT 購入する旨の1,970件の契約が、地下資源の利

用者によって締結された（出典：2010年1月15日の通商産業省の報告書）。 

 

国内および外国籍の労働者 

地元の労働市場において、ふさわしい資格および専門性を持つカザフスタン人は未だ非常に限
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られた数しかおらず、またその競争力も不十分である。カザフスタンの学校で教育を受けた卒

業生たちは、ハイテク企業の要求事項を満たすことができない。カザフスタンで業務を行う外

国企業は、専門知識および経験があり、自分たちの言葉を話す外国人を雇用する傾向にある。

2009年の上半期に向けて、雇用者は許可の下で外国人労働者を17,935人雇用した（2008年同期

比40％減）。そのうち、12,835人（71.6％）は第1および第2のカテゴリー（管理職および専門職）、

5,100人（28.4％）は第3のカテゴリー（資格を持つ従業員）に含まれている。2008年の場合、

この数値はそれぞれ42.6％と57.4％であった。2009年における外国人専門家のうち、65.3％が

高等教育を受けていた（2008年の同時期には、その割合は37.8％であった）。2009年上半期にお

いて、許可を受けて勤務している外国人専門家の実数は23,587人であり、加えて雇用者は2,231

名であった。 

出典：通商産業省のデータ 

 

2009年11月20日に、Gulshara Abdykalikova 労働・社会保障大臣によって、外国人の割当て人

数を1年当たり120,000人から60,000人に減らす旨の通知が行われた。その理由は以下の2つであ

る。 

- 危機の高まりおよび失業率の上昇により、当局は地域内のウズベキスタンおよびタジキスタ

ンといった貧しい国々からの労働力流入を制限せざるを得なかった。 

- カザフスタン人は、国内の専門家よりも資格のある外国人を評価する雇用主に不満を抱いて

いた。2008年5月末には、検察庁の公式代表者 Saparbek Nurpeisov が次のように述べている。

「中国系の企業である PetroKazakhstan Kumkol Resources では、国内技術者の平均給与が

17万 KZT であるが、中国人の技術者の給与はその10倍以上であり、200万 KZT にもなってい

る。そのうえ、外国人は60万～80万 KZT もの特別手当を毎月受け取っている。一方、カザフ

スタン人の平均給与は、3万～3万5,000KZT だ。」 

 

労働省の新しい規定では、外国人技術者を雇用する企業は、地元住民に向けた訓練コースを用

意しなければ、外国人労働者を雇用する権利が与えられない。このような条件が設けられたこ

とで、この困難な危機的状況下で出費を余儀なくされた雇用者は不快感を示している。 

出典：Expert-Kazakhstan 誌 

 

5-3 KCの基本的な問題点 

2008年12月5日、カザフスタンのナザルバエフ大統領は Almaty で、「カザフスタン優遇制」の

問題について話し合うための、第20回目となる外国人投資家協議会（カザフスタン大統領の諮問

機関）会議を特別に招集した。同協議会は、カザフスタンで事業を行うグローバル企業24社の CEO

で構成されている（http://www.fic.kz/）。 

 

席上、同大統領はカザフスタンの要求を以下のように述べた。 

「この問題に関して、経営者から協力が得られることは非常に稀です。そのため私たちは、彼ら

に強制的にでもカザフスタンへ目を向けてもらう考えです。国内の製造業者には、製品、労働、

サービスの入札の実施条件に関する情報も、長期的な購買計画に関する情報もありません。私た

ちにこのような情報があれば、適切な方法でもって我が国の企業に準備をさせたことでしょう。

その上、この国の地下資源に関する入札が、たとえばロンドンで行われるといったことがありま

す。なんということでしょう！私たちは、このような入札が公正なものだとは思いません。我が
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国の企業は、入札に参加できるべきなのです。そうすれば、私たちは同じ土俵に上がれるのです。

外国人労働者の誘致は、常に正当化されるべきではないのです。制限された割当ての中で、雑役

夫、建設労働者、料理人、ウェイターといったような、我が国に不足のない専門家がカザフスタ

ンにやってくるのです。」 

 

企業の中には、調達に関する情報および引合いの情報をウェブサイトまたは e メールで公開し

ているものもある。たとえば、ENRC のウェブサイトは、調達専用の包括的なインターフェース

を備えている。http://zakupki.kz.enrc.com/price/list.do 

Kazzinc および Kazakhmys は現在、地元優遇制に関する特別なサイトを用意していない。 

 

外国人投資家は、同協議会で次の問題を指摘した。 

（1）産業部門が十分に発展していないこと、（2）国内市場が小さいことに加えて、競争力も低

いこと、および（3）技術上および金融上の将来性が限られていること。カザフスタン国内の製

造業者は（4）採掘部門に関する生産品目が限られていること、また、（5）資格を持つ人員の経

験が不足していること。国際事業者および投資家は、将来的に KC の度合を引き上げるかどう

かはまた決まっておらず、質およびその他の要求事項に適合すれば、地元の人員および業者を

利用することに対する投資家の関心は保たれると主張している。 

 

ENRC の株主、Alexander Mashkevich は、次のように述べた。労働およびサービスにおける

地元の請負業者の引き付けに関しては、着実な成長の活力を見出せるが、鉱物および設備の引

渡しにおいては、そのような活力が見られない。カザフスタンに基本商品グループ（すなわち、

採掘および電力設備、大容量の電気モーター、防食パイプ、成型圧延装置、採掘および鉄道設

備の予備部品など）の生産が不足していることから、年を経るごとに、ENRC の購買一覧に記

載されるものは、加工の度合が低い KC 製品の品目に限られるようになってきている。 

また、KCおよび地元の市場の発展の方策に関する様々な国家機関の報告の問題についても、特

別な分析や、さらに標準化されたアプローチが必要だ。彼は、ENRCがPavlodar地域に建設す

る苛性ソーダ生産工場の例に関する議論の理由を説明した。たとえ現地の資源や労働力を使用

していたとしても、この事業は「カザフスタン優遇」のカテゴリーには入らない。なぜなら、

それは外国人投資家のプロジェクトとみなされるからである。 

 

「ArcellorMittal」の Lakshmi Mittal 会長は、次の問題点を挙げた。安価な電力がないこと、

高い輸送費に加えて輸送ネットワークが未発達であること、低金利でも貸付の可能性が限られ

ていること、そして も大きな問題は、専門家の能力が低いことである。 

 

LUKOIL の Vagit Alekperov 社長は、次のように述べた。カザフスタンにおける、上位および

中間管理職の設置の問題はほとんど解決している。それは、カザフスタンの大学で質の高い教

育がされており、同時に、ロシア、ヨーロッパ、アメリカといった海外での訓練の機会が幅広

くあるためだ。カザフスタンにとって深刻な問題だと思われるのは、有能な作業員（技術者）

が不足していることだ。 

 

投資家はまた、地元業者に対する行き過ぎた保護主義にも注意を払っている。 

「Baker & Mackenzie - CIS, Limited」の共同経営者である James T.Hitch III は、次のように
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述べている。現存の KC の度合の引上げに関する規定は、地元のサービス会社の競争力を上げ

る刺激にはならない。入札を行う上での規則によって、カザフスタンの業者はかなり有利にな

っている。競争のある需要の中で、外国企業に比べて高価格を設定しても、入札に勝つことが

できるようになるからだ。そのような規則を設定しても、費用の削減や生産効率の改善、つま

り競争力の向上の刺激にはならない。このようなアプローチでは、地元企業はカザフスタン国

内でしか製品およびサービスを販売できないわけだ。こうしたことは、WTO に加盟していな

い間しか続かない。 

 

「カザフスタン優遇制の発展構想2010～2014年」では、KC の発展に関する以下の問題を挙げ

ている。 

• 地元企業で、革新的活動がわずかしか行われていない。統計局によれば、2008年

における革新的製品の量は、わずか1,115億KZTであった。これは、製造業におけ

る全生産量の3.3％に過ぎない。 

• 国内市場に対して関税による保護の度合が低い。工業製品に対するカザフスタン

の関税は、保護的機能を果たす上で有効なレベルに達していない。工業製品に対

する輸入関税率は平均7.1％だが、ロシアではそれが12.2％にもなっている。2008

年におけるCIS非加盟国からの輸入割合は、冶金生産物が52.0％、機械工学製品

が73.8％であった。（注：カザフスタン、ロシア、ベラルーシ間の関税同盟が2010

年に開始されている） 

• 利益率が低いことが主な理由となり、製造業への投資の魅力が低い。国立カザフ

スタン銀行によれば、2008年の製造業に対するFDIは全体の16.4％に過ぎなかっ

た。 

• 地元市場の保護に関する関税以外の規制が不足している。 

• 生産および企業経営における適任の専門家が不足している。 

• 研究開発施設および技術管理センターの大部分で損失が発生している。 

• 現代の品質管理システム導入に関する企業の関心が低い。また、製造業はマーケ

ティングが不足している上、生産もコスト管理も不十分である。 

出典：通商産業省、FIC および Expert-Kazakhstan 誌のデータ 

 

FIC の会議の結果、大統領は以下の措置を実施するよう命令を下した（2008年12月） 

 

• 大規模の地下資源の利用者と協力して、単一の KC 計算方法を作り上げる。この方法

は、法律の承認が必要である。また、地下資源の利用に関するあらゆる契約の下で有効と

なることが必要である。KC に関する地下資源の利用者との交渉、契約の締結および地

下資源の利用者のカザフスタンにおける具体的な作業条件の決定は、政府の管轄となる。 

• KC に関する義務の履行状況を効果的に監視するシステムを整える。契約の義務の不履

行に対しては、これまでより厳しい責任が問われることとする。そのため、国家機関に

よる、地下資源の利用者に対する調査システムに調整が行われる。通商産業省は、国内

の製造業者を発展させるとともにその品質を世界レベルまで向上させるという任務を課

せられた。国家機関および地下資源の利用者の KC についての責任の強化およびそれに

付随する調査の実施に関するすべての措置、ならびに責任の具体的な範囲は、法律で定

める。 
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• 政府は、KC に関して地下資源の利用者と密接に協力して作業を行うことが望ましい。

量的な義務が設定されている契約の場合、その義務を履行するための段階ごとの計画を

調整の上策定するとともに、関与する製造業者を定める必要がある。量的な義務が存在

しない契約の場合は、両当事者にとって受け入れられる KC の水準を定める必要がある。

これは、地下資源の利用者との交渉の範囲で、両当事者間で作成する契約書に定めてお

くことが望ましい。 

• 質的 filling の監視を強めるための、地域ごとの雇用割当て人数の設定および通知のシス

テムに関する規則の作成は、労働・社会保障省が行う。ナザルバエフ大統領は、次のよ

うに述べている。「私は作業グループに対し、大規模な地下資源の利用者とともに、作業

に関する専門性の要件の設定、および質的な要件の設定の指示を出しています。また国

のプログラムの範囲において、この要件にふさわしい教育機関を新設するか、または既

存の教育機関の改革を実施するよう指示しています。石油・ガス、採掘その他の部門で

も、地質的、技術的特色に関して同様の作業が必要です。」 

• カザフスタンの業者の発展のための特別プログラムを、地下資源の利用の質的要件を考

慮に入れつつ策定し、それに対して資金を拠出する。 

 

地元優遇制構想では、KCに関する措置の体系が定められ、以下が含まれる。 

• 法律で定める基準の改良 

• カザフスタン国内の製造業者の製品、並びにカザフスタン国内および海外の業者 

• の労働およびサービスの、国による一律の登録の体系化に関する情報提供の改善 

• 輸入品を代替する製品の開発 

• 人員の選択の改良 

• 関税および非関税による措置の適用 

今後もKCの発展を法的に維持していく上で、特に（行政の領域では）以下が進められる。 

• 地下資源の利用契約において、KCの度合を設定すること 

• KCの管理、監視および発展における国家機関の権限の設定および差別化 

• ITおよび電子競売の導入による、顧客の購買計画の透明性の維持 

• 製品、労働およびサービスの購入の監視および分析のための、効果的なシステムの作成 

• 地下資源の利用者がKCに関する規定に違反した場合の行政上の責任の設定 

 

上記措置は、外国籍の地下資源の利用者に対する、KC に関しての国の方針を定めるものであ

る。新しい地下資源の利用契約を締結する際には、国は地元優遇の度合を高く設定しようとする

ことは間違いないだろう。また設備を大量に輸入しているため、国家機関は製造、修理および開

発サービスを地元で行わせようとすることが予想される。 

 

構想で述べられている「期待される成果（5年以内）」は、製品購入における KC の割合を50～

60％まで、労働およびサービスの購入を90％まで増加させることである。 
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６ カザフスタン優遇制の規定 

現行の地下資源に関する法律で導入されている規範とは別に、KC に関する規則を定めた法律が

認められている。 

 

6-1 カザフスタン優遇制についてのカザフスタン共和国の法律の改正に関する法律案 

通商産業省は、2009年に「カザフスタン優遇制についてのカザフスタン共和国の法律の改正に

関する法律案」を作成した。その主な目的は、製品、労働およびサービスの購入におけるカザフ

スタン優遇の監視および分析に関して、単一のシステムを国で作り上げ、国内の製品、労働およ

びサービスの競争力を伸ばす刺激とすることである。注：上記法は議会で承認された後、2009年

12月30日に大統領による署名が行われ、2010年1月に公布、施行されている。 

 

同法案では、下記7つの法律に対して修正と追加を行っている。 

1． 行政犯罪に関する法律の改正では、入札価格の申し出に影響を与える基準の適用の際に、国

による調達に関する法律に違反した場合の行政上の責任（特に、公務員の罰則）が定められ

ている。 

2． 地下資源およびその利用に関する法律の改正では、地下資源の利用事業および外国での入札

の実施の際に、製品、労働およびサ－ビスの調達に関する政府承認済みの規則に違反して費

用が発生しても、地下資源の利用者が契約の義務を履行する際には、所轄機関はそのことを

考慮しないとする規範が定められている。 

3． カザフスタン共和国内の地方自治体および自治的管理に関する法律では、akimat（地方行政）

に対し、組織で購買活動を行う際に、KC に関する情報の収集および分析をする権限、なら

びに自らの地域で生産された製品、労働およびサービスとその生産者の目録を作成する権限

を追加で与えている。 

4． 国による購買に関する法律には、国内の製品、労働およびサービスの購入の優先順位の問題

について改正が行われている。 

5． 「株式会社に関する法律」にも、変更および追加が行われている。それによって、カザフス

タンの製品、労働およびサービス生産者による申し出を検討する場合、落札者を決定する場

合、および入札参加者の申し出た価格が対等な場合に、カザフスタンの製造業者を優先する

ため、条件付きで値引きすることができるようになっている。 

6． 利権に関する法律は、権限機関に対して製品、労働およびサービスの購入の次年度の年間プ

ログラムを提示する KC の義務を補足するものであるとされている。 

7． 国営福祉基金に関する法律の改正では、入札参加者に対する条件付きの値引きの要件、なら

びにカザフスタン国内の製品、労働およびサービスの生産者の申出を検討し、その値引きを

適用する際の規定を定めている。入札の参加者の申し出た価格が同じ場合は、カザフスタン

国内の製品、労働およびサービスの生産者が優先される。 

 

Majilis は、地下資源の利用者に対して雇用に関する KC の義務の履行状況の報告書の提出を求

めたり、地下資源の利用者による研究開発の入札における、落札者の決定基準を追加したりする

など、法案にさらなる改正を行った。 

 

同法は、調達の参加者のこれまでよりも明確な定義を明らかにしている。これにより、生産者
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と仲介者の区別ができるようになっている。また、以下も可能となった。 

1． KCに関する単一の概念フレームワークの設定 

2． 国家機関の権限の差別化 

3． カザフスタン製の製品、作業およびサービスを優先的に購入する義務の設定 

4． 製品、作業およびサービスをカザフスタンでのみ調達するという、地下資源の利用者の

義務の設定 

5． 法律の規定に従わない場合の責任の設定 

 

そのため、特に、 

カザフスタン原産の物品とは、国内流通物品の原産地証明が与えられた物品であり、カザフス

タン領土内での原産であることが確認できるものである。 

カザフスタン優遇制とは、所定の契約に基づいた労働報酬の総資金量に対する国の購入契約の

履行に関与するカザフスタン共和国民の労働費用の割合及び/又は国の購入契約に基づいた物品

の総費用に対するカザフスタン共和国居住者による十分な工程または全生産の基準に従って物品

に定められるカザフスタン原産の割当費用の割合である。 

カザフスタンにおける作業およびサービスの提供者とは、カザフスタン共和国の居住者である

自然人または法人であり、作業の実施およびサービスの提供において95％以上のカザフスタン市

民を採用している者を指す。 

 

  具体的には、地下資源および地下資源利用法が改正される（注：ここでは2009年9月時点の改

正版を使用）。 

 

①第63条ポイント1の第13号の1および第13号の2は次のように記載されている。 

第13号の1：購入が計画された年の2月1日までに管轄機関が承認した形式で、製品、労働および 

サービスの年間購入計画を管轄機関に毎年提示する。 

第13号の2：会計期間終了後15日以内に管轄機関が承認した形式で、購入した製品、労働および 

サービスの報告書を管轄機関に四半期ごとに提示する。 

 

②第63条ポイント１に第20号および第21号が追加された。 

第20号：製品、労働およびサービスの年間購入計画が修正および（または）追加された場合は、

5営業日以内に具体的な修正および（または）追加を管轄機関に提示する。 

第21号：「地下資源利用業務の実行で使用された製品、労働およびサービスの一覧表」を情報シ

ステムに登録する。 

 

③第63条の1は、ポイント6を補足する。 

6. カザフスタン共和国の領域外で実施された競争の結果により、または競争の結果が無効と認

定される場合、地下資源利用業務の実行で使用された製品、労働およびサービスの取得費用は、

その実行において考慮される契約義務の費用から除外される。またこの費用は控除額に含まれな

い、もしくはカザフスタン営業税法によって報酬の対象にならない。 

 

2009年3月20日付政令第366号は、製品、労働およびサービスの購入がカザフスタン・優遇制の

監視下に置かれる組織の一覧表を承認した（一覧表には主要な非鉄冶金学企業である Kazzinc、
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Kazakhmys、ArcellorMittal Temirtau、Aluminium of Kazakhstan が含まれる）。 

 

2009年3月20日付政令第367号は、製品、労働およびサービスの購入におけるカザフスタン・優

遇制の組織による統一計算方法を承認した。 

製品、労働およびサービスの購入におけるKCの統一計算方法は、地下資源および地下資源利

用法に従って作成され、国家の購入に関しては＜組織や国家機関が契約する製品、労働およびサ

ービスの購入におけるカザフスタン・優遇制の一部の問題に関する＞2009年1月27日付カザフス

タン大統領令第733号に従って作成される。 

統一計算方法の手法は次の者による製品、労働およびサービスの購入におけるKCの計算を対

象としている。 

1) 国家機関、公的機関および国営企業。国家購入法に従って製品、労働およびサービスの取得

を実行しており、議決権（参加株）の50％以上が国および国の傘下にある法人に属する法人 

2) 国家事業持株会社、国家持株会社、国有会社、その関連会社、国が参加するそれ以外の法人  

3) 地下資源および地下資源利用法に従って製品、労働およびサービスの購入を実行するため地

下資源利用者および地下資源利用者が公認した者 

4) カザフスタン政府が承認した一覧表に従って、製品、労働およびサービスの購入がカザフス

タン優遇制の監視下に置かれる組織 

 

6-2 地下資源利用の調達規則 

＜地下資源利用業務の実行における製品、労働およびサービスの取得規則の批准に関する＞ 

2007年11月28日付カザフスタン共和国政令第1139号（追加的規則） 

 

2002年および2003年の関連法令の代わりに2007年11月に規則が採択された。この規則の基本的

な特徴は、旧規則は石油業務にのみ適用されるのに対して、現規則は一般的な鉱物業務と国家購

入に関する業務を除いた地下資源利用に関する全業務に適用する点である。 

 

＜地下資源利用業務の実行における製品、労働およびサービスの取得規則の適用に関する＞

2007年11月28日付カザフスタン共和国政令第1139号の見直し（追加的規則） 

（注：本見直しでは Grata 法律事務所が発行した規則の英語本文を使用） 

 

I. 製品、労働およびサービス（GWS）の年間購入計画の提出手順. 

関連法によって地下資源利用業務向けの物品およびサービスの供給者契約を公認機関（2010年

3月までは通産省）へ報告することが規定されている。地下資源利用者は、公認機関に次を提出

するものとする。 

1）毎年： 年間作業計画に同意した日から30日以内に次年度の製品、労働およびサービスの年

間購入計画を提出する（すなわち、地下資源法第64条第3項に従って、契約内で規定

された契約有効期間またはそれ以外の期間の初年度は除いて、規則として毎年1月30

日まで）。地下資源利用業務の実行に必要な製品、労働およびサービスの年間購入計

画には、年間作業計画に従って各種 GWS 購入の時間的制約および方法と同時に、購

入予定の製品、労働およびサービスの種類と量（範囲）、および支払われる金額を含

める。 

2）四半期ごと：報告期間の翌月の15日以内に購入した GWS に関する報告書を提出する。  
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計画および報告の形式は公認機関によって承認されることとする。 

 

II. GWS の購入方法  

1. 入札を介した購入。 

2. １つの供給源からの購入。 

3. 価格調査を介した購入。 

4. 電子購入システムを介した購入。 

5. 公開商品取引を介した購入。 

地下資源利用業務向けの GWS は、カザフスタン国内で購入されることとする。GWS の購入は

同種類または物品の配送地（目的地）ごとにロットに分けられ、作業を実行しサービスを提供

する。GWS の供給者はロットごとに明確にされることとする。 

 

1. 入札を介した GWS の購入 

1.1. 公開および非公開入札の一般条件 

入札参加者に応じて、公開と非公開の入札がある。 

- 有望応札者数に制限がない場合、公開入札が実施される。 

- 購入予定の GWS が制限された有望応札者数によって入札される場合、非公開入札が実

施される。 

次の場合、入札は二段階手続きを使用して実施される。 

1. GWS の詳細な仕様書の説明および技術特性やそれ以外の特性の明示が困難である。

また、有望供給者からの入札の調査または彼らとの交渉が必要である場合。 

2. 研究、実験、調査または開発の実施が必要である場合。 

二段階手続きの入札には次の段階がある。 

1）入札価格を提示せずに、GWS の技術、質的およびそれ以外の特性を特定して入札

を行うため、有望供給者に対する調査を実施する。提出された入札を分析し、必要

である場合には入札された GWS の特性に関して有望供給者との交渉を行う。 

2）関連する技術、質的およびそれ以外の GWS の特性を満たすと認められ、事前に選

ばれた有望供給者で価格を提示した者の入札を検討する。 

 

1.1.1 入札公告 

1）来るベき入札の公告には、次の情報を含むものとする。 

・ 入札書を作成する会社名とその所在地  

・ 各特定ロットで購入予定の物品、実施予定の作業および提供予定のサービスの量

（範囲）、品質および品目 

・ 各特定ロットでの GWS の所要時間的制約および配送地（目的地）  

・ 入札書類の受取り場所と方法 

・ 有望応札者からの入札書提出場所、提出期限および開札場所と日時 

・ 入札の引受業者が決定するそれ以外の必要事項  

2）入札公告の公表条件 

入札公告の公表は、入札を行う 終期間終了の30日前に行われることとする。母国

語およびロシア語による再公開入札の場合には15日前とする。 

A）少なくとも週に3回発行し、カザフスタンで配布される定期刊行物上 
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または、  

B）公認機関のウェブサイト 

 

1.1.2 入札書類内容（重要なもののみ列挙） 

1）有望応札者の資格要件および確認書類一覧 

2）業務、技術、品質および開発上の GWS の特性 

3）入札価格の設定手順と支払い方法 

4）購入 GWS の量（範囲） 

5）GWS の配送地（目的地）および配送時間 

7）入札書の提出順序、提出場所および提出期限、有効期間、開札場所と日時 

9）落札者決定に際し、入札委員会が考慮する基準の一覧 

10）GWS の代用特性が認められる場合、代替入札の評価と比較の手順に関連する指示と

記述 

11）契約案 

15）所定入札の対象である GWS の購入割当額の情報 

 

法律によって、入札書類に関して入札引受業者から説明を受けることができる。入札書類条

件に関して説明を受けるための問合せおよびその回答の具体的な手順と時間的制約は、規則の

第28項および第29項に記載されている。 

入札を行う 終期間が終了する前に、入札引受業者は GWS の購入を拒否する権利がある。

入札引受業者が入札の実施を拒否した場合、所定の入札種類に関して規定されている方法で関

連発表を公表し、受け取った入札の封筒は開封せずに返送するものとする。 

 

1.1.3 入札委員会は、各特定入札の入札引受業者によって設立されることとする。議長、

副議長および入札委員会のメンバーで構成されることとする。入札委員会の総数は

3者以上の奇数とする。 

 

1.1.4 入札委員会は、次の場合に有望供給者の一定の入札の検討を拒否する権利がある。

・ 入札が 終期間終了時点で行われる。 

・ 入札が要件に違反している。  

・ 有望供給者が資格条件に適合しない。  

・ 現在の入札公告日から１年前以内の入札引受業者との契約に基づき、その義務を

取り下げることに失敗した、または不適切に取り下げた事業体によって入札が行

われる。 

・ 再入札の場合、 初の入札の結果によって入札引受業者との契約締結を拒否した

事業体によって入札参加申請が提出される。  

 

1.1.5 入札委員会による入札の検討 

入札の封筒が開封された日から1営業日以内に、入札委員会は会議の関連議事録を作成するも

のとする。議事録のコピーは、入札の封筒が開封された日から2営業日以内に通産省に提出され

るものとする。 
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1.1.6 入札結果の要約  

入札委員会は 低付け値によって落札者を決定する。選ばれた GWS が入札条件と技術制御

に関するカザフスタン法を満たす場合には、カザフスタン生産者である応札者の価格に対して

20％の条件付き値下げを適用する。入札委員会は、入札書類でさらに長い期間が規定されてい

る場合を除いて、入札の封筒が開封された日から10営業日以内に、次の決定うち１つを選ぶこ

ととする。  

1）落札者を公表する。  

2）入札を落札なしと認定する。 

入札委員会の会議議事録の形で、入札結果の決定を行うこととする。  

 

会議議事録に含まれるべき内容は、以下のとおりである。 

1） 購入予定の GWS の簡単な説明。 

2） 応札者の名前と所在地 

3） 落札者の名前と所在地 

4） 落札者が選ばれた基準となった条件 

5） 契約締結の時間的制約 

6） 申請書を作成した応札者の資格に関する情報、またはそれら情報が入手不可能であ

ることの通知 

7） 価格および各特定入札のその他一般条件の簡単な説明 

8） 評価基準および入札比較の概要情報 

9） すべての入札の拒否に関連して落札者が選ばれなかった場合、関連要因の特定 

10) 入札文書に関する問合せおよびその回答に関する概要説明 

11) 落札者の提案の次に入札が一番望ましい応札者に関する情報 

入札結果に基づいた会議議事録のコピーは、署名日から4営業日以内に通産省に提出されるこ

ととする。 

入札引受業者は開札の結果が要約された日から5営業日以内に、関連する公告を公表する方法

で、全入札参加者に結果を通知するものとする。  

 

1.1.8. 入札結果に基づいた契約締結 

関連する契約は、落札者が入札時の設定条件に応じた条件に基づいた会議議事録に従って、

設定期間内に落札者と締結することとする。 

落札者が契約締結を拒否した場合、入札引受業者は落札者の次に一番望ましいと評価された

別の応札者と契約を交わす可能性がある。 

  

1.1.9. 落札がないと見なされる入札の根拠 

・入札参加者が2者に満たない場合 

・参加を許可する提供価格が、GWS 購入に規定された額を超える場合 

 落札がないと見なされた場合、入札引受業者は必要であれば、入札文書内容の変更、および

再入札の実施または１つの供給源から GWS を購入する可能性がある。 

 

1.2. 非公開入札を実施する具体的な特徴。 

非公開入札は、購入予定の GWS が制限された数の有望応札者のみが入手できる場合に実施
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される。 

 

非公開入札を実施する手順は、公開入札の実施手順と類似している。 

これらの手順の違いは、公開入札の場合には入札を行う 終日の30日前に、入札引受業者が

入札関連の告知を有望応札者の住所に提出するものとするが、再非公開入札の場合には15日前

とする点である。規則では、非公開入札結果をすべての有望供給者に通知する義務を入札引受

業者に規定していない。 

 

2. １つの供給源からの GWS の購入 

規則によって、購入の簡素な方法と見なされている１つの供給源から GWS を購入する可能

性が大きくなる。次の場合に適用される。 

1） 入札を行っても落札されないと見なされる場合 

2） 購入予定の GWS がカザフスタンまたは海外の特定の供給者のみが利用でき、入札を行

っても無意味な場合 

3） 特定の供給者から GWS を購入した入札引受業者が、購入済みの GWS との統一化、標

準化または互換性の提供のために同じ供給者から GWS を取得する必要がある場合 

4） 緊急事態宣言を受けて、また緊急の恐れがある場合、所定の GWS を深刻に必要とし、

他の購入方法を利用する可能性が考慮されない場合 

１つの供給源から購入する場合、購入会社は供給者と自主的に契約を交わして購入するもの

とする。購入会社は契約締結から10日以内に、供給者名、その所在地、購入した GWS 品目、

その量（範囲）および品質を表示し、締結した契約を公認機関に通知するものとする。 

 

3. 価格調査を介した GWS の購入 

この購入方法は、個別ロットの一部の同種 GWS の購入量が名目で14,000月間計算指数（2009

年時点で1,273KZT）以下である場合に実行される。また、そのような GWS の詳細仕様は購入

会社にとって実質的に重要なものではない。 

1） 購入会社は GWS の価格調査を少なくとも有望供給者2者へ提出するものとする。 

地下資源利用業務で使用される GWS の登録は、JSC Kazakhstan Contract Agency が

作成する。 

2） 購入会社は価格一覧表の提出期間を設定するものとし、これは価格調査が行われる日か

ら3営業日以上となる。価格一覧表が提出されない、または価格の提出期間内に価格一

覧表を伴う回答が1つしか入手できなかった場合、購入会社は価格の提出期間を5営業日

まで延長することが可能である。 

3） 提出された価格の分析は、価格提出期間が終了した日から3営業日以内に、購入会社が

自主的に実施するものとする。 

 

4. 電子購入システムを介した GWS の購入 

GWS の購入は、電子取引システムを通じて実行されるものとする。 

 

5. 公開商品取引を介した物品の購入 

公開商品取引を介した物品の購入は、1995年4月7日の「商品取引」に関するカザフスタン共

和国法第2170号に遵守して実行されるものとする。 
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地下資源業務向けの商品取引を介した物品の購入手順は、商品取引を介した他の物品の購入

と同様である。  

 

6. 規定条項違反の影響 

1） 地下資源利用者が規定に違反した場合、地下資源利用契約の同様の条件を遂行しなかっ

たと見なされることとなる。この違反は次に、地下資源利用契約を終了させる根拠とな

り得る（地下資源法第45条の2第2項第2号）。  

2） 供給者による規定の違反は、契約が無効と見なされる根拠となり得る。地下資源業務向

けの GWS の購入過程において、規定に違反した場合、購入 GWS の有望供給者は誰で

も、カザフスタン法に従って購入会社の行為に対して上訴することができる。 
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７ 社会的責任 

7-1 一般 

  生活の社会的基盤を整備するための規定、要件および地下資源利用者からの社会的支払いを定

める規制はない。 

しかしこの種の費用は存在し、当然今後も存在し続けるであろう。さらに現在の金融危機によ

って、社会領域に十分に出資することができない当局が地下資源利用者への要件を増加させてい

ることがわかる。特に、2008～2009年の雇用を減少させない要件によって示される。2009年の事

業に関する国の第1のメッセージは、（1）紛争のない社会環境、（2）職場の保全、（3）従業員への

社会的サービス供与の保証、（4）環境保護基準の順守、などを構築することである。 

 

7-2 企業の社会的責任 

  カザフスタンでは当たり前のことながら、ナザルバエフ大統領が2007年にカザフスタンの企業

の社会的責任を強化する必要性を説いた。2008年は全面的な政治運動と熱心な活動が行われた年

であった。 

カザフスタンは国際的な経験を踏まえ、＜社会的責任＞に関する国家基準を策定し、導入した。

企業の社会的責任（CSR）に関する国連の包括的な契約の10原則を一般協定に盛り込んだ。 

2008年1月に国家元首が参加して Zhezkazgan で開催された企業の社会的責任に関する初の共

和党フォーラムで、労働社会保障省と事業組織との間で国連の包括的な契約の原則の推進に関す

る合意が交わされた。共和党の団体協約の締結キャンペーンが始まった。2008年、カザフスタン

では社会的プロジェクトおよび職場の保全の実現、従業員の大量解雇の防止に関する覚書の締結

が実行に移され、労働フォーラムが開催された。また大統領の後援の下に、年1度の共和党大会＜

Paryz＞（＜社会的責任を果たす 良企業＞、＜ 良団体協約＞、＜ 良社会的プロジェクト＞、

その他を指名）が始動した。 

 

7-3 団体協約および覚書 

  他国と同様に、カザフスタンでは社会的労働条件に関して国、企業および労働組合の三者協定

が締結された。2009～2011年の全国一般協定が2008年末に締結され（副首相、労働組合連盟およ

び労働総連合、雇用者連合・実業家会・全国経済会議所「Union Atameken」・商品生産業者・輸

出業者組合による）、これにより社会的構成要素が強化された。 

 

  同様に、特に石炭産業と鉱業において部門別労働協約が締結された。 

鉱業治金産業の労働組合、鉱業および治金事業協会、および通産省は、危機時に新たな合意を締

結しても 

その実行が保証されず、承認された社会的プログラムを各企業が実現可能かを明確にするため

国際市場における金融状況をさらに監視する必要があると考え、2006～2008年の三者協定措置を

2009年末まで延期した。2010～2011年で検討されている新合意は、当初2010年の1～2月となる予

定であった。同時に、一連の世界的な金融および経済危機と結びつく産業の経済指標が減少する

ことによってリスクが生じるのを防ぐため、当事者は業務協定の一部を修正することに合意した。

特に、生産における構造上の変化が生じた場合には、雇用主は費用を自己負担して、新たに創設

される職場（例：投資およびインフラプロジェクトの実現）への異動に向け人員の転属訓練を提

供できる。企業の金融および経済指標が悪化した場合には、雇用主は労働法典第79条に従って実
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働時間に対する支払いをもって、1日または1週間の労働時間を満たさない条件に従業員を配属す

ることができ（団体協約によってより高い支払いが規定されていない場合）、また建設、修繕およ

びそれ以外の仕事を実行するため、企業の事業構造部門の欠員に従業員を異動することができる。

加えて、＜部門別共同作用の向上報告書に関する＞2008年6月9日付け政令第548号に従って、重労

働、有害（極めて有害）を伴う作業および危険な職場環境に従事する鉱業治金企業での第一種従

業員に対する 低協定料率が制定された。 

  労働法典に従って、従業員の社会的保障、健全かつ安全な労働および生活状況の構築に関して、

一部基準の団体協約への導入義務が施行された。団体協約は団体労働争議が生じた場合に、国家

が雇用主を管理する構造として機能を果たす。団体協約締結キャンペーン中、団体協約数は倍以

上に増加した。2009年初めには、その数は40,000件以上もしくは操業企業の全体数の28.5％以上

であった。 

  また、企業の社会的責任に関する覚書と合意の締結はカザフスタンに普及した。2009年1月1日

時点で約4,000件、総額740億KZTの覚書が締結された。  

政府は鉱業に関して、通産省、akimats、大規模鉱業治金企業と労働組合、およびJSC「NWF 

Samruk-Kazyna 」の間で生産の安定化および従業員の社会的保護に関する相互協力の覚書の締

結に着手し、10社が締結した。 

・2008年10月28日に、JSC＜ArcellorMittal Temirtau＞、JSC＜Sokolovsko-Sarbajskoe生産

協会＞および公開企業「Corporation Kazahmys」 

・ 2008年12月10日に、JSC＜Kazzinc＞、JSC＜PC Juzhpolimetall＞、JSC＜Varvarinsky＞、

公開企業＜Tarazsky 金属加工＞、公開企業「Dank」、JSC＜Kostanajsky minerals＞およ

び公開企業＜Andas Altyn＞。 

企業での覚書の実現範囲内で、楽観、基本、悲観の3つの変形を条件とした景気後退対策計画が

作成された。カザフスタンの基準法に従って、従業員の社会領域に及ぼす危機の悪影響を軽減す

るための各変形への対策、生産量の減少を認めない対策、および従業員の社会的保障を維持する

ための対策が策定された。  

通産省は2009年6月1日時点で、覚書の下で鉱業治金企業が果たすべき義務は基本的に守られて

いると報告した。覚書は労働環境保護に対してなんらかの予防効果をもたらした。締結された覚

書に従って、企業は従業員の解雇を許可しない措置を取っている。新たな雇用主による雇用は一

時停止し、欠員は解雇が見込まれる企業の従業員が補充する。職員の転属訓練および再訓練は、

近代化、商品多様化および新技術の導入を実施する鉱業企業が費用を自己負担して実施される。  

 

労働社会保障省、労働組合連合、カザフスタンの商品生産業者と輸出業者組合、および鉱業治

金企業協会は、危機時における雇用主による社会的義務および職場保全の 良実施事例の冊子を

2008年に発行した。この冊子には、Corporation Kazakhmys、JSC NAC Kazatomprom、ENRC、

Bogatyr Akses Komir、JSC ArcellorMittal Temirtau などの大企業による社会的貢献の事例が含

まれている。 

 

7-4 地域インフラに対する社会的支払い 

  市民紛争に関する 高裁判所の声明により、一部の契約では社会的支払いの義務が生産段階で

の投資総額の0.1％に含まれていることがわかった。地質学委員会のデータによると、2008年の同

支払い総額は、3億3,420万 US$もしくは総鉱業投資額の1.5％を占める。2009年の9か月間は、

1億7,000万US$であった。 
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  次に、地域の社会領域を支援する大規模地下資源利用者の行動例を示す（様々な情報源に基づ

く）。 

 

  Kazakhmys は、全国大会「Paryz」で「2008年社会的責任のリーダー」に任命された。同社は、

社会領域の対象物を維持するため年間1億5,000万 US$以上を割り当て、支店が位置する市のイン

フラ整備を支援し、akimats of Karaganda、東カザフスタン地域と2,600万 US$を上回る相互協

定覚書を締結した。2008年には、社会的目的に3,780万 US$を投資し、療養所および診療所、医療

機関、子供向けキャンプ、プレスクールセンターの維持に約2,350万 US$を支出し、社会的維持の

ため9,200万 US$を割り当てた。「Kazakhmys」は、Astana 市に無料で300か所の児童養護施設向

けの専門学校を建設するため40億 KZT 以上を割り当てた。社会領域における大きな目標を達成す

るため150以上の活動に対して資金提供を行っている。 

 

  The Euroasian Natural Resources Corporation (ENRC) は、約65,000人の従業員を雇用してお

り、6年前に相互協力の覚書の締結に関する国の主導を支援し、カザフスタン国内で初の大規模産

業会社の1つとなり、グループ企業が定住するakimats地域との覚書に基づき、2008年の義務は

30億KZTを上回った。 

 

ENRCでの従業員教育 

 2006年 2007年 2008年

教育を受けた従業員数 20,782 20,109 21,508 

従業員教育費、百万US$ 2.4 3.7 5.2 

出典: ENRC 

企業の社会的責任に関連する義務

を履行するためENRCは、年間300

億KZTを支出した。この費用には、

社会的計画（社会的サービス、社会

領域の維持、専門技能の訓練と向

上、慈善と資金提供）、健康保護計

画および労働の安全計画の費用、環

境保護計画への融資が含まれる。 

危機にもかかわらず、ENRCグループは団体協約が規定したすべての特権および支払いを維持

し続け、また自社の住宅計画（2015年まで、従業員8,000人の住宅状況を向上するため、2億US$の

54万m2の住宅の建設と購入を計画している）の実現も進展している。企業基金「ENRC Komek」

が設立された。 

 

  人事に関連する「Bogatyr Komir」（大規模炭坑会社）の社会的責任は、職場での従業員の健康

保護に反映されている。すべての大規模部門における労働法典第339条に従って、労働安全に関す

る予防作業の統一制度に基づいて、労働安全および安全対策部門が設立された。産業対象を認定

するため、職場での危険かつ有害な要因を定期的に計測しており（ダスト量、気体状況、振動、

騒音）、2008年には560の職場が認定された。毎年労働条件は改善し、職場の安全システムは進展

している。2008年には労働安全措置の導入のため、3億1,620万KZTを支出した。 

 

  JSC NAC Kazatomprom は、2005～2008年に100億KZT以上を社会的プロジェクトに支出し、

進行中の社会的プロジェクトに対して毎年17億KZT以上の資金を提供している。Kazatompromは

2007年末までで、50件以上の社会的プロジェクトを実現させ、2008年には45億KZTの社会的プロ

ジェクトを実行した。 
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  JSC＜ArcellorMittal Temirtau＞は、従業員の社会的保護と職場の保全を重視し、様々な取組

みを行っている。2008年11月、同社は通産省、Karaganda 州の州知事、JSC NWF Samruk-Kazyna

および同社の労働組合とともに、＜生産安定化および従業員の社会的保護に関する相互協力に関

して＞覚書を締結した。これには、284人が雇用されている基礎生産から従業員を再配置するため、

既存の構造部門を基盤に、修理組立の一元管理を構築する措置が含まれる。彼らは、年間製鋼量

が1,000万 t に増加したことに伴い投資近代化計画の実現化に関与した。この計画では、同社従業

員向けに新しい教育センターと学校を建設する予定である。2008年、9,422人（従業員数の40％以

上）が教育を受けた。2009年の教育プログラムに関してほとんど変更はない。同社は2008年に、

50億 KZT の社会的プロジェクトの義務を実行した。市の行政と締結した別の覚書には、治金結合

に従事する下請け組織の従業員の社会的保護に関する義務が規定されている。同社は道路整備、

公益事業および運輸業務において地域の行政を支援している。  

 

Franc Pannir 社長への取材: 社会領域は会社の費用の大部分を占めており、 大の弱点となっ

ている。わが社はあまりにも多く従業員を抱えている。我々は30～40年前に作られた構造に悩

まされており、このような問題を変えていく事を許さない関連指示が存在している。出典：

「Mining & Metallurgy」鉱業事業協会ジャーナル‘ 

 

一方 Kazzinc は、22,000人以上を雇用する地域 大の民間雇用者として、地元の暮らしに積極

的に関わっている。あらゆるレベルのスタッフを対象にセミナーやクラスを開き、さらなる技能

修得や研修の機会を設けることにより、地域内での労働力の可動性を促す努力をしている。また、

毎年様々な慈善事業に寄付をしたり、地元の行事やスポーツチームのスポンサーになったりして

いる。とりわけ地元の児童養護施設や高齢者用施設には特別の支援を行っている。アイスホッケ

ー、サイクリング、ボクシング、サッカー、バレーボール、体操、キックボクシングに関しては、

Kazzinc はカザフスタンでは 大級のスポンサーである。なかでもアイスホッケーチームの

"Kazzinc-Torpedo"は Kazzinc の活動の中で も有名である。同チームはカザフスタンおよびロ

シアの1部リーグで戦っているが、アイスホッケーのカザフスタン代表チームにおいてもあらゆる

年齢別グループで同チームのメンバーが中心となっている。サイクリングのカザフスタン代表チ

ーム“Astana”も Kazzinc がスポンサーとなっている。 
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８ 地下資源利用における法律の適用 

周知のとおり、カザフスタンは2007～2008年にかけて、地下資源利用者による契約履行の管理

を強化するキャンペーンを開始している。ことに2007年に地下資源法に追加された第45条の2に基

づき、かなりの数の契約が一方的に解消されている。訴訟や上訴に及んだものもあり、その一部

は民事訴訟に関する 高裁判所役員会でも審議された。 

 

2008年4～6月にかけて 高裁で審議された上告のうち16件につき、私たちは公式な文献を見つ

けることができた。いずれも国による契約の一方的解消に絡んだ論争だが、契約期間や契約締結

の時期はまちまちであり、それぞれ異なる法制度の枠組みの中で締結された契約についての訴訟

例である。今回は特に固体鉱物（石炭、銅、マンガン、ポリメタルおよびその他鉱物）の契約に

関する訴訟例を選んだ。 

ここで注意すべきなのは、2者が違う観点から争っていることである。地下資源利用者が契約の

解消を争点としている一方、認可機関は国による契約解消は不当だとする判決の撤回を目的とし

ている。 

 

一般に、次のようなことが言える。 

- 契約履行状況をチェックするキャンペーンが展開されたことが明らかに見てとれる。もっと

も、場合によっては国家機関の対応が形式的で、様々な状況に関するしかるべきチェックが

なされないこともあった。実際に、管轄機関および認可機関、さらにその上に立つ機関（エ

ネルギー鉱物資源省、地質・地下資源利用委員会およびその地方部門）の対応に一貫性がな

い事例もある。この結果、裁判所が契約解消の決定を無効とした例が数多くあった。 

- 「重大（実質的、本質的）な違反」の取扱いや契約履行のチェックに際し、基本的な問題が

発生している。  

- また地下資源利用者による契約不履行の場合、本来なら避けることができたはずの事例、特

に不完全な報告書を提出するといったケースに注目したい。契約書および認可機関の正式な

要件については、その作成、読込み、履行にあたり、細心の注意と正確さが必要だと多くの

事例で指摘されている。 

 

8-1 契約解消の根拠 

民法（第402条第2項）では契約解消の根拠を3つ挙げている。 

- 当事者間の合意により解消できる（義務の履行が完了したとき、あるいは他の理由による場

合）。 

- 法律上および契約上の理由により一方的に解消できる。 

- 法律および契約による一方的な解消が不可能な場合、法律および契約に基づく司法命令によ

り解消できる。 

 

一方（地下資源法に準拠する）契約では2つの根拠を挙げている。 

- 契約に起因する事項についての問題が当事者間の協議で解決できない場合に、司法命令によ

って解消できる。契約に起因する争議そのものと、一方的契約解消の根拠となる争議とは異

なる。 

- 法律上および契約上の理由により一方的に解消できる。 
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ある事例で地下資源利用者は、司法命令がなければ認可機関は契約を解消できないと主張した

が、 高裁はこの主張を退けている。 

 

高裁がこのとき行った説明は重要である。2007年10月24日付の地下資源・資源利用法の修正

と追加に関する法第2条は、過去に締結された契約にもこの法律が適用されると規定している。し

たがって 高裁が示すとおり、第45条の2に基づき認可機関には契約を解消する権利があった。 

 

認可機関による命令が第45条の2を根拠としている場合、裁判所はその立場上、第45条が適用可

能かどうかよりも違反の重大性（本質性）を考慮するべきである。 

ある事例で第一審の裁判所は、「契約上の義務に対する本質的な違反」を契約解消の根拠と定め

た法律は該当する契約が締結された後で制定されており、この契約には適用されないと結論づけ

ている。この裁判所はまた、「契約締結時にはなかった契約当事者への義務的規則が締結後になっ

て新たに立法化された場合、過去に締結された契約に起因する関係にも新しい法律が適用される

場合を除き、すでに合意した条項はそのまま有効となる」と定めた民法第283条第2項にも言及し

ている。 高裁はそうした第一審の判決を否定し、（さきほど述べた件は別にして）民法第1条第3

項は「天然資源利用に係る関係に民事法が適用されるのは、天然資源に関する法律による解決が

できないときに限られる」と定めていると明言した。 

高裁はまた、地下資源利用の契約は特殊な契約であるとはっきり述べている。何が特殊かと

いうと、地下資源利用者の側から契約を一方的に解消することはできないという点である。認可

機関が契約事項に不満で、なおかつ地下資源利用者も契約事項や作業プログラムの履行を自身で

継続することは不可能と考えた場合、その契約は司法命令によって解消されることとなる。 

高裁によると、地下資源利用者（この利用者は、ある試掘作業の実施が不可能であることを

認可機関との間で合意しようとしたが、うまくいかなかったようだ）が3か月の釈明期間（民事訴

訟法第280条で保障されている）を待たずに法的手段に移行した事例もあった。 

 

＜本質的な契約違反＞の取扱い 

地下資源・資源利用法は「本質的な違反」の概念を定義していない。このためこの点について

は裁判所による法解釈に委ねられている。 

民法（第401条第2項）は地下資源法第45条の2よりも解釈の幅が広い（ある事例の契約では、＜

契約や作業プログラム上の義務に対する契約者の本質的な違反＞の論理が適用されている）。別の

事例では、全体的に見た違反の重大性というより、契約者の一方が特定の義務や作業プログラム

のある段階の履行を怠っていることが問題であった。 

 

多くの事例から判断して、第一審の裁判所や 高裁は違反の重大性の度合いを計るとき、契約

や作業プログラム上の義務が何パーセント達成されたかをよりどころとしているようだ。 

ある事例で 高裁は、＜この契約事項の大部分はすでに履行済みであることから、地下資源利

用者による契約事項の部分的な違反が（本質的な）損害の状態を引き起こしたとは言えず、国も、

契約締結時に当然得ることができると期待していたものを失ったわけではない＞という論理に至

っている（採掘は天然量ベースで80％まで終わっていたので違反は重大でないと裁判所は難なく

結論づけたが、経済的な事項は20％しか達成されていなかった）。 

高裁のコメントではもう1つ興味深いものがある。違反が本質的だとされた別の事例で、 高裁

は「義務の重大な不履行を申立人自身が認めている場合、その違反は非常に根深いものといえる」
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と言っている。 

 

このように、一方的な契約解消の事例を検証するにあたっては具体的な点に着目することが大

切である。 

 

1) 高裁は、「作業プログラムは地下資源利用者の1年分の計画」とした裁判所の判決は誤りだと

明言している。地下資源・資源利用法第1条第18項によると、作業プログラムとは有効な契約

期間全体にわたる地下資源利用者の一連の計画と理解されている。この解釈は重要である。な

ぜなら、裁判所が違反の重要性を判断する際には、契約が打ち切られた年だけではなく契約期

間全体を通しての義務の達成度合を計るということだからだ。 

 

2) 生産や経済的投資といった義務の他に、契約の範囲内で受諾される義務の1つとして社会領域

への出資についても触れられている。申立人は地元の行政機関と連携しながら、投資の段階で

投資額の1％を、採掘の段階で運営費の0.1％を、カザフ人従業員の研修費に充てる必要があっ

た。地元社会が必要とする210万KZTの一部とするためである。ある事例で裁判所は、「地下資

源利用者がファンドの精算に伴う送金時に、（契約で決められた投資費用の1％という）カザフ

人向け研修への出資の条件を満たさなかった。つまり事業、財産および責任リスクの保証プロ

グラムに関する契約事項が満たされていないことになる」と指摘している。 

 

3) 作業プログラムや契約の変更の速やかな登録を怠るのは、明らかに地下資源利用者の過失であ

る。ある地下資源利用者は「採掘済み地層では、採掘済みの箇所を掘削することで非常事態を

招く可能性がある他の石炭層を掘削しなければならない」という理由から契約上の規定より少

なめの掘削作業を行っていたのだが、契約を修正していなかった。 

 

4) 地下資源利用者による義務違反の原因が第三者にあることも多い。ある土地への地方当局から

の認可が遅れ、既存の土地利用者が退去せず、結果的に地下資源利用者への設計作業の発注も

遅れるというような場合である。 

裁判所は、第三者による義務の不履行を地下資源利用者が法廷で指摘することはなかったうえ

に、こうした行為に異議申立てもなかったと述べている。つまり、役所仕事が原因で時間がか

かったことは認めるものの、地下資源利用者の怠慢に責任があると見なしたのである。この点

につき 高裁が次のようにコメントしていることは興味深い。「行き違いがあったことや、話

合いによってその解決を目指すことを受け入れないという姿勢で、申立てをしたわけではな

い」とする地下資源利用者の価値ある主張を、裁判所は無視した。状況的には明らかに地下資

源利用者の責任ではなく、契約を完全に履行しなかった認可機関の責任であるのに、裁判所は

正当な判決を出さなかった。この事例で認可機関は、探鉱期間延長の可能性によっては契約領

域の拡大にも含みを持たせていた。結局、探鉱期間の延長は拒否されたため契約領域の拡大も

なかったが、探鉱および採掘にかかる地下資源利用者の義務量は入札で規定された領域に基づ

き計算され、変更されなかった。認可当局のこの判断に対し、地下資源利用者からの異議申立

てはなかった。地下資源利用者は契約上の経済的事項をすでに89.21％達成しており、 高裁は

この違反を本質的と見なすことはできないとした。 

 

5) 地下資源利用者が義務の履行に関して提供したデータが不完全だった事例もある（この事例で
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は義務は107％達成されていた）。地下資源利用者はこの過失（報告書上、2007年のある月の投

資額が明示されていなかった）を認識していたが認可機関は認識していなかったとする認可機

関の不服（第一審でエネルギー鉱物資源省による契約解消命令が棄却されたため、同省が上告

していた）に対し、 高裁は、契約解消の根拠にはならないとしている。そもそもその認可機

関の領域部門が修正済みの報告書を受け取っていたことから、第一審の裁判所は包括的に、あ

らゆる状況を十分に立証したうえで、地下資源利用者の修正済み報告書の内容を考慮に入れた

ものと、 高裁は認識している。 

 

ここでの 高裁の発言は注目に値する。 

契約事項や契約履行の管理についての議論に関しては、政府が地下資源法第7条13)に則り、2007

年10月1日付で政令第863-1「地下資源利用の契約履行の遵守を監視および管理するための規定

の承認について」を承認しており、監視および管理の遂行に関する規則もすでに承認されてい

る。規則第5項によると、探鉱および採掘に関する契約遵守を管理するのは認可機関の役目で

ある。規則第7項によると、地下資源利用者は様式ЛКУ-1を使って四半期ごとに地下資源の

調査および利用状況に関する報告書を認可機関に提出する。 高裁はこれを踏まえて、認可機

関や領域機関の管理が十分でなかったために、2007年の 初の2四半期の契約履行が計画時期

に合わないものになったとした。第1および第2四半期の報告書を受けて地下資源利用者に対し

何らかの措置を取るか警告を与える必要があったにもかかわらず、それを行わなかったという

わけである。 

 

 似たような事例（この例では契約義務の80％は履行されていた）で 高裁は、地下資源法第1

条第20項で「年次作業プログラムとは、調査作業の進展度合いや方向性および費用について述

べた地下資源利用者の1年の活動計画のことである」と規定されていることから、管轄機関が

契約履行状況を判断する場合は2007年の少なくとも第3四半期分の結果を基にすべきだとして

いる。年次作業プログラムは四半期ごとに分かれていないため、契約履行の量を明確にする必

要があり、そのためにまず確認するのは、認可当局が受け取っていた2007年分の修正済み報告

書を始めとする地下資源利用者の2007年の経済活動である（結局裁判所は、認可機関には一方

的に契約解消するための十分な根拠はなかったという判決を下した。年次作業プログラムに示

された作業は、客観的に可能と考えられる範囲内では履行されていたからである）。 

 

6) 地下資源利用の権利が他者に譲渡されたものの、以前の利用者が契約を履行していなかったと

いう事例もある。 

ある事例の判決文によると、以前の地下資源利用者が4年間にわたって作業プログラムを履

行していなかったところに、契約終了間際になって申立人（新規参入者）が、契約有効期間の

延長を管轄当局に申し入れたという。これに対し、近日中に地下資源利用者の問合せを検討す

る専門家委員会で検討するとする回答があったが、（2週間後に）契約解消命令が出され、（同

じく2週間後に）契約期間の延長も却下された。 

この事例について 高裁は、「作業開始1年目に提示された2007年分の年次作業プログラム上の

作業は完了していたうえ、契約上の作業プログラムは客観的に見ても1年で完了できるもので

はなかった。したがって、本質的な義務違反を理由として一方的に契約解消するほどの十分な

根拠は認可機関にはなかったとする裁判所の判決は正しい」とした。作業プログラムで規定さ

れた 適生産力は12時間の2交代制で年間実働日数350日、年間75,000t の鉱石を産出するとい
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うものであった。当初の地下資源利用者による作業の遅れを取り戻すため、標準的な生産量で

ある113,000t を上回る年間143,000t の鉱石の産出が承認されたが、それでも（契約の履行には）

少なくとも3年はかかる。 

 

また別の事例では、落札した A 社と元々は地下資源契約が締結された（2004年12月7日）が、

2006年11月9日、地下資源利用権の譲渡合意に基づき契約が修正され、A 社が B 社に変更とな

っていた。契約の他の条項はそのままだった。2006年12月、専門家委員会は採掘の許可を決め

た（探鉱段階での主な目的はすでに達成されていた。地下資源利用者は鉱床があることを確認

しており、鉱床の報告書や採掘作業への移行の可能性についての管轄機関の結論も聞いてい

た）。ところが2007年11月28日、認可機関が契約解消を命じていたのである。法廷での地下資

源利用者の主張によると、この利用者は2007年3月には必要書類を認可機関に提出したが、こ

の書類が検討されたのは2007年8月になってからのことであり、この時点で今度は他の認可機

関から協調承認を得るように言われた。協調承認の段取りを終え、2007年11月26日にようやく

すべての必要書類を認可機関に提出したものの、認可機関はこれを検討しなかった。さらに、

契約解消命令についても2008年1月まで明らかにされていなかった。法廷では、認可機関の代

表者もこの主張に異議を申し立てることはなかった。 

高裁は裁判所の見解に同意している（裁判所は認可機関の契約解消命令を撤回している）。

この地下資源利用者は2006年11月9日付の契約で地下資源利用者としての権利を得ている。当

初の地下資源利用者が約束していた経済的義務を、新しい利用者が探鉱期間の終了（2006年12

月7日）までに履行することは物理的に不可能だった。契約文第25条によると、契約で規定さ

れた権利や義務の移譲に際し、当初の地下資源利用者が何らかの形でその契約に関与し続ける

場合は、新しい地下資源利用者も連帯責任を負うことになる。 

法廷では、当初の地下資源利用者は契約には一切関与していなかったことが立証されている。

この場合、申立人は契約上新規の地下資源利用者となり、当初の地下資源利用者による契約違

反の責任を負う必要はなくなる。 

 

7) 管轄機関からの文書での通達についてだが、地下資源利用者による作業プログラムなどの契約

事項の遵守を管理するのは管轄機関の役目であることは地下資源・資源利用法第70条に規定さ

れていると、 高裁も明言している。契約事項に対する違反があった場合、管轄機関は違反を

改めるよう文書で通達することもある、となっており、文書での通達はあくまでも管轄機関の

権利であって義務ではない。 高裁はこうした見解に立ち、管轄機関による契約解消のプロセ

スに違反があったとする地下資源利用者の主張を退けた裁判所の判決は正しかったと結論づ

けている。 

 

8) 契約解消の事例として、入札および契約の条件変更に起因する鉱床の座標値や規模の見直しに

関する論争が取り上げられたこともあった。 高裁の見解は、鉱床の座標値や規模は政府が決

めるものであり、管轄機関にはそれを修正する権利はないというものである。言い換えれば、

契約で規定された義務は履行されなければならないということだ。地下資源利用者は入札条件

をすべて把握していたが、政府の命令に異議を申し立てることはなかったので、契約はそのま

ま締結されたというわけである。この地下資源利用者は、権限機関にうまく騙されたと主張し、

自身の主張に沿った入札条件を提示したが、裁判所がこれを退けたのは正しい判断だったとし

ている。なお地下資源法では契約領域を拡大する事態も想定しており、両当事者が承認すれば、
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必要に応じて契約の追加や変更を行うことになる。 

実は、地下資源利用者は権限機関に対し文書で何度も契約領域の拡大を申し入れていた。しか

し、この要求は認可事項および契約事項の変更に関する地下資源利用者の問合せを検討する専

門家委員会の決定により却下されていた。一方裁判所は、権限機関による契約解消の決定を合

法と認めた（経費率が10％未満だったため、この地下資源利用者は申告した経費の多くについ

て裏付けとなる書類を提示していなかったうえ、社会的プログラム上の義務も履行していなか

った）。このため、採掘の割当て地域と、地質委員会が示す座標値内に位置する鉱床の境界と

を一致させるよう権限機関に強制する状況もなくなった。裁判所は、契約領域についての問合

せに対する権限機関の対応（行っていなかったこと）に対し、地下資源利用者が法廷で異議を

申し立てることはなかったと述べている。 

 

9) 国家組織の対応が首尾一貫していない事例もある。この裁判では、地下資源利用者が採掘作業

を実施できなったことが、本質的な契約違反によるものだとする権限機関の認識を、不当であ

るとみなした。地質調査から採掘へ移行する際、地下資源利用者は追加の協定を結ぶ必要があ

る。書類不足などはなかったが、権限機関とその下部組織から出された勧告のために協定は締

結されず、地下資源利用者はこの勧告を実施するための措置を取った。権限機関は採掘開始時

期を1年間遅らせることを認め、契約の該当箇所を個別に変更する必要があると言明した。地

下資源利用者は調査を完了し、あらゆる手続きを終えた。そして必要書類として、国家埋蔵量

委員会による専門的鑑定および採掘割当てを受け取り、契約追加事項第2および第3を添えて管

轄機関へ提出した。専門家委員会は、この地下資源利用者による地質調査期間の延長を却下し、

採掘を始めるよう促した。追加事項第2は地下資源利用者の組織改編に関するものであり、署

名されたが、追加事項第3は署名されなかった。鉱量の分類がカテゴリーC2であるため、鉱床

の評価と、カテゴリー C2から C1への移行のための作業を行うべきである、と規定した（2005

年9月付の）国家埋蔵量委員会による専門的鑑定に基づき、権限機関とその下部組織が、採掘

開始は不可能と判断したためである。権限機関はこうした経緯を明らかにしなかったが、裁判

所はこれを裏付ける証拠を重視した（契約解消前の地下資源利用者と地質委員会とのやりとり

が参考にされた）。 

高裁も指摘しているが、このような場合、追加事項第3が締結されなかったのは地下資源利

用者の直接の責任ではないので本質的な契約違反ではないとする裁判所の判決は妥当なもの

である。 高裁は同時に、追加事項を調整、締結して契約を更新することも可能だとした。地

下資源利用者はすでに探鉱を完了しているうえ、国も契約締結当初に見込んでいた成果を失わ

なくて済むからである。 

 

8-2 地下資源利用契約の解消に関する裁判所の管轄権 

高裁が2008年6月から扱っている上訴案件として、権限機関命令による地下資源利用契約の解

消に関する法的手続きの処理を、Astana 市裁判所が拒否して Astana の地域間経済専門裁判所に

差し向けているという事実に関するものがある。 

高裁は次のような規範や論拠を参考にした。 

民事訴訟法第26条第2項第3)号によると、法的審査の過程でその訴訟が管轄権の侵害に当たると

認められる場合、裁判所は他の裁判所にその訴訟を差し向ける。 

民事訴訟法第28条第2項および同法が明示する事例によると、省庁がその組織の権利と自由の観点

から、規範のない法令に関して争う場合、Astana市裁判所はこれを取り扱う。カザフスタン共和
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国政府法第22条および行政訴訟法第3条によると、大臣命令は規範的法令に言及しない。 

この事例では、地下資源利用者は国の管轄機関と条件を取り決めて契約を結んだが、当事者ど

ちらかの不履行により契約の効力は失効した。 高裁は、大臣の命令は、議論の余地がある状態

（これについては他の命令も出ている）を契約条件解消の根拠として明記した法律の権限に基づ

くものであり、国家組織の決定に対する上訴の規則に基づいて法廷で審査する対象とはならない、

と判断した。認定機関は契約の本質的違反があったとして契約を解消しており、契約義務の違反

や不履行を証明する必要がある。当事者間に論争があることから、 高裁は、この事例を民事訴

訟法第27条に基づく管轄機関の決定および訴訟への上訴として審査することはできないと判断し

た。そして、法人と国家組織による、財産および財産以外についての民事訴訟として、被告の所

在地がある経済裁判所の権限（民事訴訟法第30条）で審査されるべきだと結論づけた。 

 

8-3 活動の認可 

8-3-1 主要な法律：認可法（2007年1月11日改正） 

認可法では、電気通信、証券、原子力および放射性物質の利用、鉄道および水運・海運、採鉱、

発電、会計監査、鑑定、弁護士および公証人、教育、建築、銀行などの事業活動は認可制である

と規定している。 

 

8-3-2 規制機関（鉱業の場合） 

1)エネルギー鉱物資源省（注：同省は現在改編中） 

・（下記参照）  

2)地方政府 

・外国人労働者の許可 

・建設関連 

・土木工事関連 

3)環境保護省 

・環境工学および標準化 

・環境上有害な活動 

・環境的専門知識に基づく活動 

・環境監査 

4)原子力委員会 

・放射性物質および放射線源の利用 

・カザフスタン領土内での放射性物質の輸送に関する活動 

・放射性廃棄物の利用に関する活動 

8-3-3 認可の対象 

・カザフスタンの私人および法人 

・外国籍の住民、市民権のない私人、外国法人、国際機関に関する活動 

一部の例外を除き、外資もカザフスタンの私人および法人と同じ条件、同じ手続きで認可を

取得することができる。 

 

8-3-4 認可の種類 

・一般認可（特定の活動に対して与えられ、期限は無い） 

・一時認可（特定の事業活動に対して、時間、規模、重さ、量などの制限付きで与えら  



－70－ 

れる） 

・運営認可（銀行業やその他の運営活動に対して与えられる） 

認可によってはカザフスタン全土にわたって有効なものと特定の地域に限定されるものとが

ある。法律が規定する場合を除き、認可を他者に譲渡することはできない。 

 

8-3-5 採鉱分野で認可が必要な活動 

1) 計画および採鉱、石油化学製品および化学製品の製造、石油ガス加工の計画  

・固体鉱物（一般鉱物を除く）、石油、ガス、付随ガス、コンデンセートの採掘計画 

・固体鉱物、石油、ガスの開発にあたっての必要条件の取りまとめ 

・固体鉱物、石油、ガスの開発案件の実現可能性報告書の作成 

・固体鉱物（一般鉱物を除く）、石油、ガス、コンデンセートの採掘 

・露天掘りおよび坑内掘りによる固体鉱物の開発 

・採鉱のための爆破作業 

・採鉱終了に伴う清算事業 

・鉱床に関する技術的作業 

・海外で計画、作成されてカザフスタン国内に持ち込まれた地下資源利用、石油ガス加工、

石油化学製品や化学製品の製造に関する計画および現地調査書の検査 

2) 鉱石の加工（一般鉱物を除く） 

・物理的特性を利用した選鉱 

・物理的および化学的特性を利用した選鉱 

・科学的特性を利用した選鉱 

・鉱石の製錬（乾式製錬、焙焼、湿式製錬、焼却） 

・採鉱、濃縮、冶金やその他工程に伴う、鉱物を含む産業廃棄物の処理 

3) 化学製品、彫金、石油ガス抽出、探鉱、採鉱、製錬、発電設備、電気技術設備、昇降設備お

よび銅の計画、製造、設置および修理のうち、0.7kg/m2を超える作動圧力、摂氏115度を超え

る高温、0.7kg/m2を超える圧力のかかる船舶やパイプラインの利用を伴うもの（ただし、機

材の計画、製造、設置、修理を一貫した技術工程で行う場合は除く）。 

・計画（実現可能性についての報告、計算、図面、実験用回路見本、見積り、注釈など設

備の製造に必要な項目を網羅した、複雑な技術的研究開発文書の作成） 

・製造（設備、構成材、部品、ブロック、補助装置の製造） 

・設置（建造物、構造物、加工設備、機具一式、車両、装置、および作業用の既存部品や

構成材で作る装置）の組立て、調整および設置 

・修理（技術装置の有用性または機能の診断および復旧、部品交換、修理、損害の除去） 

(出典：エネルギー鉱物資源省の資料による) 

 

8-3-6 鉱石の加工および採鉱現場での活動に関する認可の取得 

特定の産業分野に必要な認可とその資格要件に関する規則について示した2007年12月28日付の

カザフスタン共和国政府法令第1311号では次のように規定している。  

 

8-3-7 認可を与える機関：エネルギー鉱物資源省  

認可取得には次の書類が必要である。 

・申請書 
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・申請者の法人定款の公正証書と法人登記の謄本 

・自然人の場合は身分証明書 

・申請者の税金の支払い状況を証明する公正証書 

・特定活動の雇用権に対する認可料を国に支払い済であることの証明書類 

・資格要件に基づくデータおよび書類 

 

8-4 資格要件 

2007年12月28日付政府法令第1311号では資格要件を次のように規定している。 

 

8-4-1 採鉱事業の資格要件 

 採鉱事業に関連する様々な採鉱作業を行う法人（支店や駐在員事務所を含む）および自然人（個

人実業家）を対象としている。内容は下記のとおりである。 

1) 案件に見合った採鉱作業を遂行するための技術を持っていること。 

2) 事業のための工業設備や施設を保有（財産権の証明書類の写しが必要）していることまたは（リ

ースまたはその他の契約に基づき）借りていること。 

・ 採鉱事業（一般鉱物を除く石油、ガス、コンデンセート、固体鉱物）における、鉱床開

発、技術および清算作業の場合‐土木建築機材、車両、機械、工具、特殊車両、設備、

目的に応じて装備された倉庫、敷地、採鉱作業に利用する化学製品の保存場所。 

・ 爆発物の製造および採鉱事業のための発破掘削作業の場合‐爆発性物質の製造地点まで

の輸送の許可またはその免許を持つ特別機関との契約の締結。爆発性物質の保管につい

ての権限機関からの許可または保管可能な倉庫を持つ特別機関との契約の締結。露天掘

りの割れ目の掘削のための掘削機。 

・ 記録作業の場合‐記録基地（掘削機やプローブ、それらが示すものを登録するための陸

上装置、特別な（記録用）ケーブル、割れ目の中を上下するための巻き胴）。 

特定の技術的作業分野でサービスを提供する法人（支店および駐在員事務所を含む）お

よび自然人（個人実業家）は、資格要件として下記を満たす必要がある。 

・ 顧客の望む案件に見合った採鉱作業を遂行するための技術を持っていること 

・ 業務に必要な工業基盤（財産権を確認できる書類、賃貸契約書、顧客との業務履行契約

書など） 

・ 提供するサービスが、機械、車両、装置、設備の稼働およびメンテナンスを含んでいる

こと 

・ 経営主体のトップが承認した、採鉱作業不成功時の清算計画の用意 

・ 規定の書式に記載した資格証明用データおよびそのデータの正当性を保証する書類 

・ 工業上および環境上の安全性に関する領土機関の検査証 

3) 提供するサービスが次のものを含んでいること。 

・ 機械、車両、装置、設備の稼働およびメンテナンス 

・ 作業安全性の管理 

・ 計量の管理 

・ 測量作業 

4) 経営トップが承認した、採鉱作業不成功時の清算計画が用意されていること。 

5) 専門分野の適切な教育を受け、実務経験を持つ技術管理者や専門家を適所に配置していること

（氏名、研修済の専門分野、職位、その分野での就業経験を表にまとめること）。 
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6) 申請者が認可申請中の活動（製造分野を明記すること）を行う場合に工業的、技術的に起こり

得る状態について、工業面および環境面の安全性を検査した、領土機関の検査証を取得してい

ること。 

 

8-4-2 鉱石加工の資格要件（一般鉱物の加工を除く） 

 鉱石からの鉱物抽出作業や、採鉱、濃縮、製錬およびその他工業生産の廃棄物で鉱物を含むも

のに関連する作業を行う、法人（支店や駐在員事務所を含む）および自然人（個人実業家）を対

象としている。内容は下記のとおりである。 

1) 技術面の計画が用意されており必要な技術も備えていること。 

2) 財産権（財産権を確認できる書類の写し）や賃借（リースやその他の契約）に基づく工業基盤

があること。 

・ 工業用建物（濃縮工場、工場、店舗）、設備や機械、技術系統、尾鉱、瀝青坑、さらには

鉱石、完成品、火薬や引火性物質、有毒物質などを保管するために特別に装備された倉庫

や敷地、建物。 

・ ふるいおよび破砕用施設、粉砕機、融合機。 

・ 遠心分離、重力、磁気、電磁気などの装置、選鉱機、ろ過装置、抽出機、乾燥機。 

・ 工業用炉（乾燥、加熱、焙焼、融解）。 

3) 提供するサービスが以下のものを含んでいること。 

・ 機械、車両、装置、設備の稼働およびメンテナンス 

・ 作業安全性の管理 

・ 計量の管理 

4)および5)は上記採鉱事業の資格要件5)および6)と同一である。 

 

8-4-3 認可料  

10МРП（МРП は月間 低賃金。2009年の МРП は1,273KZT） 

 

8-4-4 審査期間 

申請書類が登録されると、申請は認可当局から国家機関に上げられ、そこで申請者が環境およ

び工業上の安全性の保持のための要件を満たしているかどうかの判断が行われる。 

認可当局は、資格要件を満たしていることを示すために申請者が提出したデータや書類と、国家

機関の判断とを考慮し、申請書の提出から30営業日以内（小規模事業の場合は10営業日以内）に

認可および（または）認可のための付属書を与えるか、認可拒否の場合は書面でその理由を添え

て回答する。 
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９ 環境保護 

環境に大きな影響を与える原料加工業は、カザフスタン経済の主流である。  

 

9-1 環境政策の制定 

カザフスタンでは1989～1990年にかけて、経済手法に則った自然利用の規制と、地方行政の権

限拡大とを進めるための新しい環境政策が導入された。環境汚染の代価を払う仕組みの導入実験

も大規模に行われた。汚染物質の排出源や集積所が次々と明らかになり、天然資源の管理におけ

る地方機関の役割は増え、企画立案に対する企業の姿勢も変わり、自然保護を経済面から奨励す

る仕組みも出てきた。カザフスタンは国連環境開発会議（1992年リオ・デ・ジャネイロ）の 終

文書に署名しているほか、「ヨーロッパの環境」の参加国でもあり、気候変動、砂漠化防止、生物

多様性保護に関する国際協定にも参加している。 

また、環境保護に関する国際フォーラムの常連出席者であり、国連の「持続可能な開発委員会」

のメンバーでもあることから、二国間および地域レベルでの協定締結も進めている。 

1996年、カザフスタン大統領は2030年までの国家発展長期戦略とこれに含まれる「環境と天然

資源2030」プログラムとを承認した。この戦略の主な目的は、社会と環境との相互関係の調和と、

環境に優しい居住地の創造である。 

このプログラムの4つの重点目標は次のとおりである。  

･ 生態学上安全な環境の創造 

･ 均衡のとれた天然資源利用 

･ 多様な動植物の保存 

･ 環境教育 

 

そしてこのプログラムを実現するために、それぞれの目的、優先事項、問題点を明確にした4

つの段階が用意された。 

  ・第1段階（1998年～2000年）： 

環境汚染を拡大させないこと、環境保護管理システムの効果を上げること、資源開発のバ

ランスを取ること、環境に関する知識を発展させること。 

  ・第2段階（2001年～2010年）： 

環境を安定させること、環境保護に関する法律を改善すること、資源開発システムを 適

化させること、廃棄物再利用を発展させること、環境に関する知識を発展させること。 

・第3段階（2011年～2020年）： 

環境の状態を改善すること、環境法を国際的なレベルに引き上げること、環境に優しい技

術を導入すること、環境の質を良くすること。 

・第4段階（2021年～2030年）： 

暮らしやすい環境作り、環境保護に関する法律の内容をさらに良くすること、バランスよ

く資源開発を行うこと。 

 

カザフスタンに見られる も深刻な環境問題には次のようなものがある。 

1) 大都市および工業地域の大気汚染 

2) 地上水および地下水の汚染、越境水問題 

3) 産業廃棄物および家庭からの廃棄物の集積 
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4) 排水システムおよび下水処理施設の不備 

5) 砂漠化の進行 

6) AralおよびSemipalatinsk地帯の壊滅的な環境破壊、特にカスピ海周辺およびBalkhash地域

は深刻な環境問題を抱えている地域。 

7) 「歴史的」公害。 

 

カスピ海周辺地域は急速な砂漠化に悩まされており、牧場用地の77％が人為的影響を受けてい

るとみられる。カスピ海の水位上昇により洪水地域は1万 km2に拡大しており、これには0.7万

km2の農地も含まれている。 

アラル海の枯渇化や、気候および水文学の変化により、Aral 地域では風食が進んでいる。砂

塵嵐が拡大し、塩分を含む気流が150～300km、時には500km 先にまで流れている。アラル海

湖底から出る有毒物質を含むちりの堆積や分布は25万 km2もの地域に及ぶ。Aral 地域の住民は

呼吸器系および循環器系の病気に苦しんでいる。 

軍事産業による歴史的な公害の具体例は、Semipalatinsk の核地域、Kapustin Yar、Northern 

Balkhash の軍事基地、Baikonur（宇宙基地）である。 

工業による歴史的な公害地域は、Nura 川（水銀）、Ilek 川（六価クロムとホウ素の化合物）、

Semipalatinsk のケロシン湖、Koshkarata の選鉱くず、Shymkent の鉛工場および PCB(注；原

文では「polihlordifenil」)を含んだ変圧器やコンデンサ、自噴する原油や水文地質学上の割れ目、

ウラン開発後も放射能の残る地域などである。さらに、新たな公害地域も見つかっている。

Shagan 川（放射性トリチウム）、Sary-Shagan 地区の公害、Uzen 鉱床の石油貯蔵庫の解体の

必要などが該当する。ここに挙げた公害のすべてに対し回復プログラムが用意されている。 

中央アジアの他の国と違い、カザフスタンでは、鉱業廃棄物や含ウラン・トリウム鉱石の加

工による公害の割合が高い。中央アジアの他国の場合、有毒廃棄物の埋立地への水の浸透が阻

止されていないことがあり、水に廃棄物が混じってしまう危険性がある。また大気や土壌の汚

染は、地表水および地下水両方の水質も悪化させる。 

 

9-2 中央アジアに見られる国際的環境問題 

中央アジアでは、大気や川の水が運ぶ汚染物質による、国境をまたいだ環境汚染に起因する環

境問題が多く見られる。この地域の経済構造改革の中での国家レベルの努力も、こうした経済お

よび環境の問題を解決するには至っていない。水資源を求める発電と農業との間の競争は、自治

体間や国家間のレベルで激しさを増しており、政治的紛争に追打ちをかけている。 

伝統的に中央アジアでは、集中供給される水を利用できる人口は少ない（基本的に都市部の住

民に限られる）。上水システムや排水溝は非効率で状態も悪く、公衆衛生の改善や、住民の生活や

健康状態の向上の妨げとなってきた。鉱物油、重金属を含んだ塩、肥料や殺虫剤といった環境汚

染物質も日常的に使われている。さらに、大量の工業廃水が浄化機能を備えていない公共下水処

理施設に流れ込んでおり、状況をますます悪化させている。 

安全な飲料水の供給は、中央アジアの環境政策の主要な課題になっている。河川の生態系の安

定には環境問題が直接関ってくる。安全な水資源が十分にあるかどうかが、中央アジア経済の安

定の条件でもあり脅威でもある。 

 

9-3 環境汚染 

主な環境要素は大気、土壌、水の汚染の度合いで定義される。 
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カザフスタンの工業企業による大気中への排気量は年間約3百万 t に上る。このうち85％は、自

然保護技術の導入を義務づけられている43の大企業から排出されたものである。2008年にこれら

企業は排気削減のために1,230億 KZT を投じた。また、原油の廃棄物や、貯水池にたまった未処

理の下水の問題も悪化している。水中にたまった廃棄物の量は年間250万 t に上る。 

現在までにカザフスタン企業が排出した廃棄物は合計約200億 t に上る。廃棄物の量は毎年7億 t
を超えるペースで増えており、このうち再利用されるのは15％ほどである。  

2009年には自然保護のための予算が1,500億 KZT まで拡大されることになっていた。2008年に

は支払われた排出料から660億 KZT 以上が地方財政に戻ってきたが、実際に自然保護のために使

われたのはこの30％に過ぎなかった。 

（出典：2009年4月16日のAshimov N.S.,環境保護相の報告書「2020年までのカザフスタン共和国

発展戦略」の中から、カザフスタン環境保護省の戦略計画2010～2014年に基づく） 

 

上記の「戦略」では次のような手法が検討されている。 

・ 国家による環境規制や管理の効率を高め、地下資源利用者にISO14001に準拠した管理体

制を取り入れるようさらに働きかけるために、環境税への移行など、地下資源利用者の動

きを促す仕組みを導入する。  

・ 許可制を取ることで、大手の地下資源利用者はもれなく複合環境許可を取得するようにな

るはずである。複合環境許可には排出数値基準だけでなく、エネルギーや資源を節約する

義務もあるほか、 高の技術を導入する義務もある。 

・ 国の自然保護管理を国際的な手法に合わせ、環境関連法の遵守の徹底、環境への悪影響の

削減、制裁の発動などにより生産性を高める。 

 

9-4 環境保護規制 

主な法律―2007年1月9日付の環境法第212-III。Earnst&Young によれば、この法律は「一般に

環境規制の国際標準に近いと考えられている」。 

 

主な規制機関 

環境保護省（MEP）―環境保護の分野における主要な国家権限を持つ。環境関連の許認可を発

行し、環境上の排出規制を定める。 

地方行政―権限委譲が進んでおり、地方行政の役割は増している。 

税務当局―環境汚染や排出に対する支払いを回収する役割を負う。 

 

9-5 環境保護の一般要件 

私人および法人が環境を利用する場合は国の環境管理の対象となる。管理は国家環境検査の形

で MEP が統括する。 

特に、環境に影響を与える案件の場合にはその案件に着手する前に国家環境専門家評価を受け

る必要がある。また、環境上有害な活動に従事する企業は、環境汚染により損害を与える可能性

に備えるため、環境保険への加入を強制される。 

環境法第69条第1項によると、環境への排出を行う地下資源利用者は、環境保護分野の権限機関

で環境への排出の許可を取得する義務がある。 

排気や下水およびあらゆる固体の消費物や産業廃棄物を出す私人および法人は、MEP またはそ

の地方機関や地方行政（排出物の種類による）から（1）環境への排出許可および（2）複合環境
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許可を得る必要がある。排出許可は も一般的で、期限付き（3～5年）となっている。許可の期

限が満了すると再度 MEP に申請し直す必要がある。 

 

複合環境許可は、可能な限り 高の環境技術を採用する申請者に対して発行される無期限の許

可である。その技術を利用している間または許可された環境利用条件が変わるまで、許可は有効

である。複合許可を受けられる技術一覧は、2008年3月12日付の政府政令第245号で承認されて

いる。 

カザフスタン法（環境法第69条第3項）によると、地下資源利用者は許可の条件を満たす義務が

あり、これに違反した場合にはその責任を取ることとなる。 

環境法第95条第2項によると、環境保護規制の仕組みの1つが環境への排出に対する支払いであ

る。同法で規定する排出とは、排出、汚染物質の廃棄、生産および消費廃棄物を環境内に置くこ

と、有害な物理的影響である。環境への排出に費用を支払う義務は税法で規定されており、その

支払いは、環境保護分野の権限機関が発行する環境許可に基づく自然の特別利用という扱いに

なる。 

 

地下資源利用者と環境保護分野の国家機関とのやりとりで も問題となるのは、（1）排出許可

の取得、（2）環境検査、（3）排出の定義である。 

 

Grata company の見解にあるように、環境許可を取得するにはかなり時間がかかる。環境法第

74条第3項によると、排出許可の申請審査には4か月かかるとされている。さらに環境法（第72条

第2項および第3項）によると、排出内容特定プロジェクトに対する国家環境検査の結果と銘打っ

たものが申請書類の中にあり、このプロジェクトの進行に時間がかかるうえ、国家環境検査も

3か月かかることがある。 

このため、往々にして企業は延長された締切りに間に合わせることができず、排出許可の再申

請を出す時点では現在の許可の有効期限まで4か月を切ってしまうことがある。環境当局が通常よ

り早く許可を出すことはほとんどないため、場合によって企業は一時的に無許可で操業せざるを

得ない。その結果、企業は管理上だけでなく民事上の責任も負うこととなる。 

 

9-6 排出許可に関する訴訟  

法廷で争われるのは、規定数値を超える排出に絡む許可条件の違反がほとんどである。 

環境保護分野の権限機関による環境点検の中に際して許可値を上回る排出が見つかっているが、

排出量は2007年6月27日付政府法令で承認された環境被害の経済的概算に関する規則を基に計算

される。 

 

経済的概算の正当性、とりわけ実際の排出量の計算値の正当性が議論の対象となることはよく

ある。上述の規則によると、実際の排出量は計測器による計測か、法律（上記規則第8項）で承認

された排出量特定方法に基づく計算によって決められる。 

 

大気汚染、水質汚染、放射性廃棄物の放置や生産および消費廃棄物の排出による汚染など、環

境への排出が規定数値を超えると、これに対する費用の支払いは、環境許可の範囲内での排出の

場合と比べて10倍に跳ね上がるうえ、環境への脅威として3倍、環境を損なう恐れがあるとして

2倍が上乗せされる（同規則付属書1および2による）。 
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9-6-1 民法上の責任 

民法第917条の規定により、地下資源利用者による環境侵害は民法上の責任を伴う。通常そのよ

うな事態となるのは、許可なしおよび許可限度を超えての排出、鉱物油による土壌や貯水池の汚

染、危険物輸送中の事故などの場合である。多くの場合、環境保護分野の権限機関の訴えで民法

上の責任が問われることとなるが、その根底には環境被害の数値化の問題があり、検査官による

被害計算が間違っていることも多い。以下はその例である（Grata legal companyによる）。 

 

・ 計算時に分析管理（大気、土壌、水などの測定）を行っていない。 

・ （国家環境検査の検査結果や廃棄物再利用業者との契約書に含まれている）企業の計画書類

や工業上の書類に記載された廃棄物の数値を、実際の排出量と認識している。 

・対象となる環境の定義が間違っている（実際には土地資源だけが汚れていたにもかかわらず、

地下水を汚染していると根拠のない罪を着せられた地下資源利用者もいた）。 

 

このため企業側では、計測器による測定の場合と技術的工程による排出量算出の場合との、両

方の法的要件を知っておく必要がある。そうすれば、被害規模の測定が正しいかどうかを調べる

ことができる。 

 

9-6-2 管理責任 

管理上の違法行為に関する法律（CAO）第243条によると、環境への排出量超過は地下資源利

用者の管理責任の不履行とされる。 

この条項は検査官が実際に引合いに出すことがきわめて多く、内容は次のとおりである。「環境

許可で規定された排出量の超過や環境許可の未取得については、これらが犯罪行為に起因しない

場合、罰金が科される。料率は、職員、個人のビジネスマン、中小規模法人に対しては月間 低

賃金の20～50倍、大規模法人に対しては排出量超過時に支払う排出費用の1,000％である」。 

なお、一部の排出についてはその地域の Maslikhat（地方機関）が料率を決めている場合があ

る（上記法律の第19条による）。また排出の種類によっては、罰金の総額が個々の排出にかかる罰

金を足し上げた金額になることもある。 

 

CAO 第243条に基づき法人とその職員とが管理責任を問われた場合、検査官は法人と職員それ

ぞれに対し合計2つの決定を下すことになる。 

 

2005年12月13日付の法律「環境保険の義務について」第5条によると、環境を損なう危険性の高

い活動に従事する個人および（または）法人は民事上、環境保険への加入が義務づけられている。

2007年6月27日付政府法令で承認された環境にとって危険性の高い活動の一覧では、環境法第220

条第1項に規定される地下資源利用の業務すべてが挙がっているわけではないが、地下資源利用業

務全体として、環境にとって危険性の高い活動との関連がある。このため、義務的環境保険に加

入していない地質調査会社は CAO 第175条第2項に基づき管理責任を問われる可能性がある。違

反した職員には月間 低賃金の100倍を上限とする罰金が科せられる。 

 

管理責任不履行の決定が言い渡された職員は、その日から10日以内であれば上層機関または裁

判所に不服を申し立てることができる。10日間が過ぎると決定は有効となり、検査官が科した罰

金は強制的にその地下資源利用者から徴収されることとなる。 
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9-6-3 刑事責任  

規定を超える排出が、重大な環境汚染、人間の健康の侵害、自然の大量破壊およびそのほかの

甚大な結果を引き起こした場合、刑法第277条に基づき刑事責任を問われることがあり、5年以下

の禁固刑に処せられる可能性がある。  

 

9-6-4 一時停止および取消し 

環境法第77条第2項によると、環境への排出許可を持つ地下資源利用者が、その許可の規定や環

境面の規則および基準に違反した場合、許可を出した当局は 高3か月間その許可を一時停止する

ことができる。環境法第77条第3項の2によると、許可の一時停止の原因となっている違反が改善

されない場合、許可は取り消すことができる。ただし、事前に許可の一時停止がなくても許可が

取り消されることもある。環境法第77条第3項の1では、違反が常態化（許可の有効期間内に4回以

上）している場合や環境関連法の基準に照らし合わせて必要な場合、許可が取り消されることが

あると規定している。環境要件を満たさないで地下資源利用業務を行うことは、業務の一時停止

や地下資源契約の取消しにつながる可能性がある。 

 

環境への排出物の定義の問題（訴訟例） 

ある事例では、地下資源利用者が産業道路建設の一括請負契約を業者と結んでいた。必要なす

べての許可を期限内に取得し、建設に伴う排出物の費用を支払うことは、業者側の責任とされ

ていた。この道路の技術的計画書には、道路建設中に建設機械および廃棄物（油の混じった土）

保管による環境への排出が見込まれることが明記されていた。業者との契約締結前に地下資源

利用者が受け取った、この計画に対する国家環境検査の結果は肯定的なものだった。契約上の

規定では、建設機械は業者が提供することになっていた。 

 

ところが、この業者が特別自然利用に絡む義務を怠ったため、環境保護に関する領土部門は、

環境汚染による被害の補償を地下資源利用者に対して求めた。 

 

環境法第69条第1項によると、環境への排出を行う地下資源利用者には排出許可を取得する義

務がある。この事例で問題となるのは、地下資源利用者と業者のどちらが排出者とみなされる

かという点だが、裁判所は地下資源利用者が排出者であるとした。そして、許可の取得と排出

費の支払いとを業者の義務とした契約を無効と判断し、その理由を次のように説明した。 

 

1. 税法第83条によると、環境への排出に対する支払いは義務的経費である。同法第461条によ

ると、認可数値内および（あるいは）それを超える実際の排出量が課税の対象となる。実際の

排出量の提示によって自然人および法人に納税義務が生じ、実際の排出者が税務当局に登録し

て課税対象（ここでは排出量）および課税関連事項を明確にし、税金やその他の義務的費用を

計算し、税金報告書を作成して遅滞なく提出し、その税金やその他の義務的費用を経費として

支払う。 

 

税法第29条第1項によると、納税義務は担税者が独力で履行する。2006年6月23日付のカザフス

タン共和国 高裁判所規範的決定第4条第5番＜税法の適用に関する訴訟について＞では、次の

ように解釈している。＜税法で直接規定されている場合を除き、担税者は自らのために自分自

身の勘定から税金を納める義務がある。税金の支払いを履行するために納税義務を他者に転嫁
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するような民法上の取引は、法的要件の不一致として無効にするべきである＞。 

 

2. 地下資源利用者は環境への排出を行っている主体とみなされる。なぜなら、自身のプロジェ

クトが排出の原因だからである。原告である環境保護分野の地方機関は、このことを次のよう

に証明している。自身の利益のために、排出を伴う活動を行うことを決めたのは、地下資源利

用者である。自身の活動が本来目指す結果だけでなく、付随的に環境への排出をもたらすこと

は知っているはずである。活動編成上 適な形として、将来排出される廃棄物の性質と規模が

決まるのである。したがって、地下資源利用者は(1)排出による悪影響を減らすために必要な措

置（たとえば、車両に起因する排出量を常に許可の範囲内に抑えることや、廃棄物の埋立て地

の維持、関連する要件の順守などに関する費用負担）を取るべきであり、(2)汚染物質の適格（許

可された基準内の）排出および不適格（基準を超える）排出によって損なわれた環境の復元の

ための費用を、排出に対する支払いという形で賠償するべきである。 

出典：2008年10月4日付Grata law companyの解説要旨  

 

9-6-5 許可の付与体系 

2008年12月4日付法律＜予算編成の完全化に関するカザフスタン共和国法の改正および追加＞

第97-IV では、環境法改正を念頭に置き、次のように規定している。カテゴリーI の地下資源利

用者は環境保護分野の権限機関から環境への排出許可を取得し、カテゴリーII、III、IVの地下資源

利用者は地方行政から取得する。 

環境への排出許可の交付書類の様式は、2009年7月23日付カザフスタン共和国環境保護相指令第

144-Ґ で規定されている。  

 

次に挙げるのは国家環境管理局の公式報告書の抜粋である。同報告書によると、2008年と2009

年では実際の検査数は変わっていないものの、罰金総額は増えている。また2009年には排出量が

減少しており、金融危機の影響を受けた可能性がある。 

 

国の環境管理(2009年上半期報告) 

全体として、2009年上半期においてカザフスタンでは、環境検査において、環境保護法の遵守

に関して3767の経済項目のチェック(検察庁、財政警察および他の国家組織とともに、845件の

もぐり酒場のチェック、241件の道路チェックが含まれる)を実行し、有効な規範および要求の

侵害が3821件明らかになった。 明らかにされた侵害に対しては、検査対応措置が取られた。 

 

2008年と2009年の上半期における環境管理の結果 

 2009年上半期 2008年上半期

チェック項目数 3,767 3,636

逮捕領域数 7,002 7,059

明らかにされた侵害の件数 3,821 3,780

侵害除去において発せられた命令数 3,903 4,236

課された行政処分数／総額、百万KZT 3,431/ 

5,667.  

3,140/

2,791.9

報いを受けた行政処分数／総額、百万KZT 2,555/ 

5,002.4 

2,386/

2,218.6

環境に加えられた危害の代償に関して提出された請求数/

累計額、百万KZT 

927 / 

 7,242.2 

750 / 

7,945.6
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支払われた任意寄付数／累計額、百万KZT 557 / 

445.  

564 / 

3,553.4

昨年から経過している法廷判決下の損害代償のための支

払数／総額、百万KZT 

153 / 

3,056.9 

18 / 

561.6

活動終結のために法廷に送られた資料、件数 94 102

法廷判決に基づいて中止された対象数 40 74

 

環境保全省の環境規制管理委員会による2009年7月1日付の2009年検査チェックの是認された

スケジュールによると、国家検査官は4件の計画的チェックを行った。チェックを通して、仕

様を上回る量の環境への排出物質の領域における環境規範の侵害と、処理施設における侵害が

明らかにされた： 

 

4件の検査の詳細 

会社 検査の時

期 

検査によって明らかになった

違反 

課された法的措置 

LL   Ast na-

Energy» 

3月3日～

4月3日 

環境への排出物質の基準超過 法人に対する15,755,200KZT

の 行 政 処 分 、 お よ び

15,755,200KZT の請求が課さ

れる。 

JSC «Central 

Asia Cement». 

3月9～ 

22日 

集塵装置の密閉忘れ、生産・

消費廃棄物によるセメント工

事領域の汚染と散らかし、排

出物質の基準超過を含む8件

の侵害。 

11 件 の 行 政 処 分 で 累 計

627,700KZT が 課 さ れ 、

7,126,400KZTに対して1件の

請求が示される。 

LLC 

Corporat on K

azakhmys 

Belousovs y 

C ncentrato   

6月13～ 

25日 

環境への排出物質の基準超過

における9件の侵害； 自然保

護活動が実行されていない、

坑内水および産業廃棄物の不

法投棄の事実を認める。 

6 件 の 行 政 処 分 で 累 計

1,448,800KZTが課され、累計

1,294,500KZTの9件の請求が

示される。 

国家組織«State 

Forest Nature 

Reservation 

«Semei 

Ormany». 

5月4～ 

30日 

国の環境試験による許可なし

で製造においてプロセス装置

を使用したことに関する7件

の侵害、環境への排出許可の

ない消費廃棄物の配置。 

6 件 の 行 政 処 分 で 累 計

786,500KZTが課され、累計

1,569,300KZTの2件の請求が

示される。 

農業省の林業・

狩猟委員会の

«Almaty state 

natural 

reserve»   

5月9日～

6月9日 

環境管理の部分的不履行、

2008年において環境への排出

許可なしでの活動、生産・消

費廃棄物の化成の考慮の欠

如、国の環境試験による結論

なしで建造物を不法設置した

ことに関する4件の侵害。 

明らかにされた侵害の除去に

対する4件の命令が発表され、

合計245,600KZTに上る検査

に影響する法的措置が示され

る。企業の指導者は、合計

178,200KZTに上る4件の行政

処分が課され、67,400KZTの

請求が示される。 
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地下資源利用者の環境検査 

2009年上半期において、地下資源保護に関する273のチェックが行われた。 それらの結果、次

のことが明らかにされた。184件の自然保護法侵害、212件の通知書が発表され、140件が実行

され、累計で14,982,682KZTに上る179件の刑罰が課され、36件の累計165,348,124KZTに上る損

害賠償請求が提出され、10件の活動停止の申し出と、2件の刑事責任を問う申し出があった。 

出典:環境保護省、環境保護管理委員会に基づく 

 

2009年上半期と2008年上半期における大気汚染 года 

(ガスフレアリングのデータを除いた固定汚染源から), 千

トン 

地域 2008年上半期 2009年上半期

アクモリンスク 100.9 64.3 

アクチュービンスク 121.5 109.47 

アティラウ 50 47.305 

アルマトゥイ 41.345 38.8 

東カザフスタン 83.  75.4 1 

ジャンブール 12.994 8.3 

西カザフスタン 10.652 23.594 

カラガンダ 622.4 360.3 

キジロルダ 14.8 13.55 

コスタナフ  4.659 59.424 

マンジスタウス 29. 28 1.728 

パブロダール 298.5 250.244 

北カザフスタン 40. 35 39. 3 

南カザフスタン  9 5.551 

アスターナ市 27.562 26.202 

アルマトゥイ市 16 12.3 

合計 1,583.875 1,147.029 

出展： 環境保護省 

大気汚染 

予測によると、固定汚染源からの

汚染物質の体積は、2009年上半期

は (1,147,029トン )、2008年同期

(1,583,875トン)に比べて、436,846

トン減少した。それは危機におけ

る製造量の削減と、企業による自

然保護活動によるものである。 

水資源の汚染(下水の廃棄) 

貯蔵所への下水の見かけの廃棄量

は、1, 491,105,410m3であり、4.5％

増大した (2008年の廃棄量は、

1,426,403,630m3)。下水の廃棄量の

実態は3％減少し、貯蔵池やろ過場

で25％増加した。 

  

9-7 環境保護におけるカザフスタン優遇制(KC) 

環境保護省は、少なくとも85％の企業における KC の維持と新しい職場の形成によって、計画

された自然保護作用の産業企業による実現に関して管理を強化する。したがって、同省は、皆の

環境プログラムを大型の自然の利用者と考えて、「2008年には1,230億 KZT へ、そして2009年には

1,500億 KZT へと、自然保護における企業の計画された経費の増加を達成することが可能になっ

た」と報告した。 

同省によると、多くの企業が2009年第１四半期において、財政収入においてかなりの進展が観

察された。したがって、Kazahmys 社では計画していた財政収入から74％を使い、JSC 

Mangystaumunaigas では61％、JSC Karazhambasmunai では52％、JSC Turgai Petroleum では

42％、 JV Kazgermunai では31％を環境保護予算として使った。JSC Karachaganak Petroleum 

Operating BV では切削液および掘削廃液の除去装置の設置を実施し、Tengizchevoil ではガスの
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リサイクルプロジェクトに累計500万 KZT 以上を費やし、JSC Kazchrom の Aktyubinsk 鉄合金

工場ではスラグ処理負担で84,700トンのスラグ貯蔵を低減した。 

大型の地下資源利用者による2009年の自然保護対策のKCのシェアは約85％と予期されていた。 

 

排出物質割合についての東カザフスタン Maslikhat の決定文書 

 

東カザフスタン地域における環境排出物質への支払い割合に関して 

カザフスタン共和国法の第495条の段落9の「税金と予算への他の義務的な支払いに関して」

と、カザフスタン共和国法の第6条の段落5の「カザフスタン、東カザフスタン地域 maslikhat

における局所的国家行政と自治に関して」による。 

決定事項： 

1. 用途に応じた東カザフスタン地域の環境中への排出への支払い割合を承認する。 

2. この決定は東カザフスタン地域の司法省における国家記録の日付から効力を生じることと

し、2010年1月1日から発効する。 

 

固定汚染源からの汚染物質の排出に対する支払い割合。 

№ 汚染物質の種類 1t当たりの支払い割合、

(毎月の計算指標) 

1kg 当たりの支払い割

合、(毎月の計算指標)

1. 硫黄酸化物 15  

2. 窒素酸化物 15  

3. 粉塵と灰 7.5  

4. 鉛とその化合物 2,989.5  

 . 硫化水素 93  

6. フェノール 249  

7. 炭化水素 0.24  

8. ホルムアルデヒド 249  

9. 炭素酸化物  0.24  

10. メタン 0.015  

 1. すす 1   

12. 酸化鉄 22.5  

13. アンモニア  18  

14. 六価クロム 598.5  

15. 酸化銅 448.5  

  . ベンゾピレン  747.45 

 

2. 法律によって制定された規則の中で実施された、トーチにおける一時的なそして（あるいは）

天然ガスの燃焼による汚染物質の排出に対する支払い割合： 

№ 汚染物質の種類 1トン当たりの支払い割合 

(毎月の計算指標) 

1. 炭化水素 22.3 

2. 炭素酸化物 7.3 

3. メタン 0.4 
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3. 移動汚染源から空気中への汚染物質の排出に対する支払い割合: 

№ 燃料種類 使用燃料1トン当たりの割合 

(毎月の計算指標) 

1. 無鉛ガソリンに対して 0.495 

2. ディーゼル燃料に対して 0.675 

3  液化、圧縮ガスに対して 0.36 

 

4. 汚染物質の廃棄に対する支払い割合: 

№ 汚染物質の種類 使用燃料の1トン当たりの割合 

(毎月の計算指標) 

1. 亜硝酸塩 1,005 

2. 亜鉛 2,010 

3. 銅 20,103 

4. 生物学的酸素要求量 6 

5. アンモニウム塩  1 

6. 鉱油 402 

7. 硝酸塩 1.5 

8. 鉄全般 201 

9  硫酸塩(陰イオン) 0.6 

10. 重量測定された物質 1.5 

 1. 界面活性合成物質 40.5 

12. 物質 0.15 

13. 塩化物(陰イオン) 40.5 

 

5. 生産廃棄物と消費廃棄物の廃棄に対する支払い割合: 

割合(毎月の計算指標) № 廃棄物の種類 

1トン当たり 
1ギガベクレル

当たり 

1. 貯蔵所や認可された廃棄場、特別に選択された

場所の範囲における生産廃棄物と消費廃棄物の

廃棄に対して 

 

  

 

  

1.1. 都市廃棄物(確定的な家庭廃棄物、治療施設の下

水道沈泥) 
0.285  

1.2. 産業廃棄物   

1.2.1  危険レベル： 10.5    

1.2.2. 「赤」リスト 6  

1 2.3. 「黄」リスト 1.5  

1.2.4. 「緑」リスト 0.675  

1.3. 非分類   

1.3.1. その他： 0.003  

1.3.2. 開放種類 0.0195  

1.3.3. 含んでいる種類 0.015  
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1.3.4. 濃縮廃棄物 0.0285  

1 3.5. スラグ、スラッジ 0.495  

1 3.6. 灰と灰廃棄物 0.0135   

2. 農業生産廃棄物   

2.1. 放射性物質設置用  0.57

2  . ギガベクレルレベルの廃棄物  0.285

2.3. 超ウラン  0.03

2.4. アルファ放射性物質  0.285

 

7. 要因は次のものに適用される： 

1) ユーティリティの使用で発生する排出量に対する自然独占権の対象に対して、そして電力

生成組織に対して、現在の条項の以下の項目中で設定された支払い額の割合で適用される。

   第2項 - 0.3 

   第5項 – 0.43 

   第6項1.3.5行 – 0.05 

2) 都市廃棄物の廃棄を実行している範囲に対して、自然人による確定的な家庭廃棄物の体積

に対して、第6項1.1行において設定されている-0,2の支払い割合で適用される。 

3) 1)、2)において示された優先的な要因のアプリケーションは、環境内において許容された基

準を超える排出量に対して、支払いを超過しない。 

4) 基準制限を超える環境内への排出に対しては10倍に増加した支払い割合が適用される。 

 

9-8 エコロジー問題への国民参加 

カザフスタンでの環境保全のための社会運動は、現在発展の初期段階にある。環境法令におい

て、前設計と設計における文書は必ず公聴会を通過すべきであるという義務的な必要条件がある。

実際問題として、この手順は概して、小・中規模のプロジェクトのために地方官庁レベルで使わ

れた正式手順に変えるか、あるいは特に他の国家との境界を越える利権を侵害するような大型プロ

ジェクトのもと、より詳細なヒアリングを行うことである。大型プロジェクトは時々マスメディ

アの中で、そして議会レベルで有権者の特定の問合せによって議論することが可能である。 

カザフスタンはオルフス会議のメンバーである。環境法の中で、国民の環境保護に関する情報

や環境問題の決議への参加は、カザフスタンの持続可能な発展の基本原理の1つとして定義される。

したがって、環境法の第21章「環境保護に関する情報」には、環境保護に関する情報、用語、お

よびその発表の規律に関する主題の権利と義務についての見解が含まれている。環境保護法の第

165条の第4項によると、環境と計画された活動における意志決定のプロセスへの影響の推定手順

に関する環境保護に関する情報へのアクセスは、環境保存の領域における認可された組織によっ

て設立されるように実行される。環境保護省の規律によって2007年5月7日№ 135で承認された規

律が公聴会実行法によって制定されている。 

環境保護に関する情報に対する大衆からの問合せの国家組織による検討の手続きと条件は、問

合せを受けた日付から1か月以内に情報を与えることを環境法第165条第2項によって規定してい

る。 

カザフスタンの法律では、追加の調査や検査を要求していない情報に対しては問合せの受領日

から15日以内に提供し、また追加の調査や検査を要求している情報に対しては30日以内に提供す

るという国家組織の義務を制定している(現条項の第1項；2007年カザフスタン法の第8条第1項お
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よび第2項「自然・法人組織からの問合せに対する検討の規律について」およびカザフスタン法「行

政上の手続きに関して」)。 

 

環境保護の領域における国策の実現についての申し出と勧告の発展のために、公立のエコロジ

カル協議会が環境保護省で組織されており、そのメンバーには以下を含んでいる。 議会代表者、 

主要な科学者-エコロジスト、 公立の非政府組織の代表者、 大型の産業企業のエコロジカル・サ

ービスの長。 

 

成功したカザフスタンで も知られている一般大衆の環境保護運動は、Semipalatinskの核実験

場の閉鎖のための社会運動であり、それは成功したが、そのとき完全に政府の政策と一致してい

た。真に環境保護に関する規格を克服した大企業による処置の先例はあったが、それは局所的な

先例であった。アラル海の大変深刻な問題は現在まで解決策が見つからず、したがって、それは

基本的にこの地域に住む人と政治家によってのみ支援されている。 

環境汚染に関連した他の問題は、概して国家監督組織を通して解決されている。 

 

環境保護分野の電子法律データベース “EcoInfoPravo”«ЭкоИнфоПраво» 

http://ecoinfo.iacoos.kz/lite/ 

カザフスタンの環境保護省の共和国企業「環境保護の情報分析センター」 «The 

Information-Analytical Centre of preservation of the environment»は、定期的に更新される

電子法律データベース«EcoInfoPravo»を開発した。このデータベースは、環境保全分野におけ

る800以上の法令を含んでおり、2007年1月9日付の環境法の制定に際し、採用された46の法令

を含んでいる。 

 

9-9 環境保護措置の中の大企業 

 

Kazzinc 

・硫黄を含むガス 

Kazzinc の設立時における 大の環境責任は、SO2ガス排出量が Ust-Kamenogorsk 市の許容レ

ベルの5倍を超えていたことであった。既存の酸製造施設は第一段階としてアップグレードされ、

これは鉛製錬所の焼結工場からの低濃度ガスの処理のための WSA Haldor Topsoe 酸製造施設の

建設に続いて行われた。同社は現在、焼結工場を置換し、より一層高率のガス捕捉が可能な

ISASMELTPb 炉を築いているところである。 終的に、現在工事中の銅製錬所は、Kazzinc が

SO2排出においてさらなる正味の削減を行うとともに冶金の生産高を増大させることを可能にす

る MECS 二重接続酸製造施設に取り付けられる予定である。 

・ガスからの塵の除去 

Ust-Kamenogorsk 冶金施設は、バッグフィルタと電気式集塵装置による3つの気体浄化施設に

接続される。捕捉された煙塵を精練操作に戻すことによって、これらは排出される気体から固体

除去を可能にする。これらの施設の操業は、同社が排ガス中の固体粒子のための基準を設定する

ことに完全に従うことを可能にした。この点における Kazzinc の性能を改善するために、現在

Ust-Kamenogorsk 市において、新たな ESP が設置されている。 

・給水リサイクル 

数十年の間、Zyrianovsk の濃縮器では洗浄工程後の水を Bukhtarma 川へ排出しつつ新鮮な工
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業用水を使用していた。そのため、排水は濃縮器へリサイクルされる前に、生物分解工程によっ

て水を浄化する排水ダムに汲み上げられる工程へと変更された。現在は、排水ダムを通して排水

している汲上げ水を工程用水用に浄化し再利用することに努力が向けられている。その結果、

Bukhtarma 川の環境に影響を与えるので、Kazzinc の淡水摂取はかなり削減された。 

・下水の中性化 

歴史的に、Ridder 亜鉛精製所の電解室と酸製造施設における排水は、前処置なしで Tikhaya 川

に捨てられていた。Kazzinc はその設立によって、初めて酸性度管理のために石灰フィルタを導

入し、その後、近代的で総合的な排水浄化施設が建造され、そこに業務を委託した。これにより

亜鉛工場ではその給水量の60％を再利用水から供給することが可能となった。 

・累積された生産廃棄物の再利用 

廃棄物ゼロ目標を達成するために、Ridder の採掘と濃縮の複合施設では、埋戻し操作における

構成要素として濃縮器から DMS 浮子を使う。 また、古い排水ダムは二次的な金回収のために濃

縮器に再利用されている。 現在の排水は環境を損なわない方法で Talovskoe 排水ダムに貯蔵さ

れており、将来そこから再利用することができる。 

 

ENRC 

Kazchrome の精錬と生産に関わる廃棄物のリサイクルは次表の通り。 

投入 産出 

廃石から鉱石精錬 ペレット製造のためのクロム濃縮液(60万トン/年) 

クロム濃縮液、現在の鉱石精錬 2010年末迄に鉄合金生産のためのペレット140万トン/年 

マンガン鉱石精錬、クロム鉱石精

錬 

2010年末迄に鉄合金生産のための集塊岩を35万トン/年 

出典: 企業データに基づく 
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10 地下資源利用の税制 

10-1 概論 

2008年初頭に、ナザルバエフ大統領は、非採掘(抽出物)セクタの租税負担を減らし、それらを

投資家により魅力的にすることによって国家経済の製造、近代化、および多様化を刺激するため

に、2001年6月12日の税法を置換した新しい税法（2008年12月10日付で制定され2009年1月1日から

施行された税金および予算に対する他の義務的な支払いに関するカザフスタン共和国法（税法））

の採用を開始した。 

 

カザフスタンにおける税金の種類： 法人所得税と

個人所得税、 付加価値税(VAT)、 物品税、 地下

資源使用税、 社会税、地税、資産税、車両税、ビ

ジネス登録料、 一定のビジネスを行うためのライ

センス料、その他の料金。 

二重課税条約 

カザフスタンは40か国と二重課税の回避のために

相互条約に調印した。日本との条約は2009年11月

に批准された。  

製造部門における減税は、採掘(油とガス

を含める)部門によって補償されることに

なっている。そして、B&M およびカザフ

スタン共和国の経済省によると、石油・ガ

スに対する租税負担は、49％から62％に上

がると予想されている一方、非抽出部門は

11％の減少から利益を得るだろう。 

 

 

10-2 地下資源使用協定の税金安定性 

新しい税法の第308条の第2節はとりわけ下記のように述べている。  

カザフスタン共和国政府あるいは有資格組織と地下資源利用者の間で2009年1月1日までに決着し、

義務的な税務調査を通過し、カザフスタン共和国の大統領によって承認された地下資源利用にお

ける契約に関する生産分与協定(契約)で定義された税金方式は、そのような協定（契約）の立場

による関係において、税金方式の安定性は直接提供され、その活動の設定されたすべての期間に

作用し、政党の相互合意の下で変更することができる予算内における税金および他の義務的な支

払いのために残されている。 

 

カザフスタン共和国政府または有資格組織と地下資源利用者の間で2009年1月1日までに決着し、

義務的な税務調査を通過し、そして地下資源使用における契約の税金方式もカザフスタン共和国

大統領により承認された生産分与に関する協定(契約)の税金方式によって提供された予算内の分

離課税および他の義務的な支払いを取り消す場合、地下資源利用者は、生産分与に関する協定(契

約)および（または）地下資源使用に関する契約によって規定された順序と予算の大きさにおいて、

それらの作用の任期終了あるいはカザフスタン共和国法によって規定された規則に従ってそれぞ

れ修正や変更がなされるまで支払いを続ける。 

新しい税法は意図的に、ほとんどの利権協定を含めた他のすべての地下資源使用協定の税金安

定性を取り除いた。 

 

2009年1月1日までの税金方式のモデル 

カザフスタンでは2009年1月1日以前は、地下資源利用者のために２つの税金方式モデルが適用

されていた。(1) 地下資源利用に関する契約と、(2) 生産分与協定(PSA)である。 

また、地下資源利用契約に関する税金方式は、さらに2つのグループに分けることができる。(1) 
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2004年1月1日以前に締結された契約；(2) 2004年1月1日以降に締結された契約である。 

地下資源利用契約の下、活動している地下資源利用者は、次の税金を支払ってきた。 

a) 税率30％の法人収入税。 

b) 税率13％の VAT。しかしながら、地下資源利用者の中には安定した税金方式の下、90年代

の税率、すなわち18～20％の VAT を支払ってきた者もいた。  

c) 超過利得税。2001年の税法導入以前に締結された契約の下、収益性の内的基準を元に税率0

～30％が適用されていた。2001年の税法導入後に締結された契約に基づいて支払いをする

地下資源利用者は、税率0.5～60％の超過税を支払ってきた。 

d) ボーナス - 計算規則は地下資源使用契約において定義されている。 

e) 輸出される原油、ガス濃縮物にかかる税率0～33％の利用料輸出税 (ロイヤルティ)。この税

金は、2004年1月1日以降契約を締結した地下資源利用者に適用される。 

上述の地下資源利用者による特別税および支払いに関する税額計算の基礎には、利用者にかか

る輸送料およびその他付随経費、そして原料の質が考慮されている。 

 

10-3 2009年1月1日以降の地下資源利用者の税制 

新しい税法は以下の基本的な変更を行う。 

a) 生産分与に関する協定は地下資源使用における契約形式として、そしてそれに応じて地下資

源使用の税金方式のモデルとして取り消される。税金団体によると、PSA における補償費用

の計算の正確さを監督するだけでも十分難しい。 

b) 法人税率を段階的に15％まで減少させる。2009年から2010年まで法人税の適用税率を20％と

し、2010年から2011年までは17.5％とし、2011年からは15％とする。 

c) VAT 税率を12％まで下げる。 

d) 新たな税金の導入 – 鉱物採掘税（以下 MET と記す）。課税期間における地下資源利用者によ

って抽出された鉱物の体積コストが課される。 

採掘会社は、抽出された鉱物の平均取引価格(指定の国際公開によって決まった相場)に応じて

MET を支払う。特定の鉱物に公式な取引価格が存在しない場合、平均実販売価格が採用され

る。現在、MET 税率は鉱物の種類に応じて0.25％～22％の範囲で地下資源利用者に課されて

いる（2010年の税率は、0.28％～23％であり、2011年は0.3％～24％となるだろう）。 

e) 超過利得税における無税の 低ラインを20％から25％へ引き上げる。 

超過利得税 – これは毎年、地下資源契約のもと、（法人税目的のための）累積控除に対する

地下資源利用者の年間総所得の比率が1.25:1を超えると支払いの義務が発生す

るものである。税率はそれぞれ個別の地下資源契約のもと、税控除額の25％を

超えるものに対しては（法人税目的のための）地下資源利用者の純利益に対し

て変動税率0％～60％が課される。 

f) ボーナス   – 契約の中で定義されており、ボーナスのより詳細な計算規則と支払いに関して

 は新税法の条項に記載されている。 

サイン・ボーナス – これは地下資源使用権に関する、国への度限りの支払いである。この当

初税額は、鉱床の総量の見積りに基づいて政府によって決定される。サイン・

ボーナスの 終的な額は、地下資源使用契約の中に記載されていなければなら

ない。 

商業量発見ボーナス – 契約領域において商業的な発見をしたときに、地下資源利用者によっ

て支払われる固定納付である。商業的発見ボーナス額は、抽出可能な確認埋蔵
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量の0.1％である。 

g) 輸出された原油、濃縮ガス、および石炭の使用税（ロイヤルティ）で、税率7％～32％である。

この税金は、国際価格から生じる実際に輸出された原油、濃縮ガス、石炭のコストを基準に

課される。 

 

地下資源利用者の課税の新方式における際立った特徴は、特殊な税金の計算において、すなわ

ち MET と使用税の計算において、地下資源利用者の経費が考慮されないことである。 

 

2009年1月1日以前および以降の税金方式の比較 

基本的な変更点は以下を含む。 

a) 法人収入税率を30％から20～15％へ削減 

b) VAT率を13％から12％へ削減 

c) ロイヤルティに代わる鉱物採掘税の導入。METとロイヤルティの違いは、(1)ロイヤルティ

の計算においては地下資源利用者にかかる輸送料および付随経費が考慮されるが、METの

計算においてはそのような経費は考慮されず、世界価格の相場によってMETは計算され

る；(2)ロイヤルティの税率は2～6％、METは7～20％(6～19％; 5～18％下表参照)。 

d) 厳しくなる使用料納税の手続き。2009年まで原油、ガス濃縮物の品質および保険を含む地

下資源利用者の輸送経費は使用料税金の計算で考慮されたが、新税法の立場では、これら

の経費は考慮されない。 

 

 

10-4 金属採取税率（MET 前述参照） 
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11 課税に関連する論争と裁判の実施 

11-1 課税に関連する論争 

特定の法律の不完全性、契約の公式化（文書化）の矛盾（またある時には、法律への契約の公

式化の矛盾）、そして法律における規則や契約の公認組織による間違った解釈による、地下資源使

用契約の当事者間における多くの対立と論争は、当初から引き起こっていた。実際、これらすべ

ては全体として、法律の規則の間違った応用と、法律侵害に関する地下資源ユーザーの告訴へと

結びつく契約を引き起こした。 

 

以下において、2007年以前に関連するものだが、3件のコメントの概略を示す。大蔵省の税金委

員会の特別管理長である E. Mukai 氏による 初のコメントは、石油会社 PetroKazakhstan に関

する論争に関連する状況の概略を示している。早い時期における裁判の実施に関連した弁護士か

らの他の2件のコメントは、地下資源ユーザーとの論争において税金組織の位置付けについての理

解を私たちの心に与える。 

 

大規模な地下資源ユーザーによる税金方式の侵害 

大蔵省税金委員会特別管理長 Erlan Mukai 氏による。  

 

多くの大企業、特に外国の企業は、政府によって該当する時期に彼らに与えられてきた特権

と信頼を乱用している。多額の税金の支払いからのチェックから顕在化した脱税の事実と、契

約義務における利益の搾取や侵害に関する様々な在外手法の利用が頻繁に行われており、すで

に長期間これらの行為を意図的に行っている問題は明白である。 

まず、第一に、それは税金の支払いに関するものである。税金の法律、規則、規律および指示

の規律の原文の解釈が考えられる。税金組織による認証と要求はしばしば地下資源ユーザーに

単に無視される。このように、通常モードの状況を改善しようとするとき、悪名高い《契約の

安定性》に基づく反作用に出会うでしょう。 

契約の安定性の方式と国家法によるそれと等価なものの法的な性質を深く理解すること無

しに、彼らはそれぞれの行為に対してこの理由を与えている。このように、税金組織の合法で

認定された行為は、いかなる可能な方法でも追加費用がそれぞれ無視できないほどに合計に掛

かるので、企業にとっては挑戦的なものであり、その結果、我々は予期できない圧力を受けて

いる。 

 

納税者の公正でない行為、特に大企業の地下資源ユーザーの間では多くの例が見受けられ

る： 

・ 大規模な地下資源ユーザーは、在外関連会社を設立し、カザフスタン起源の原料を世界市場

価格よりも低い国内価格で在外関連会社に販売し、このようにして投資契約の条項によっ

て網羅されている課税を回避する 

・ 会社は法人税の固定された合計という形で投資特権を受け取り、政府に対して明らかに少

なく見積もった利益の合計の申告を提出する 

・ それらには課税控除において完全に不当な経費を含む。その間、地下資源ユーザーは、立

法における局所的かつ国際的な課税実行を否定して、不当な議論が行われている長期の訴

訟によって徴収するごく通常の勤務プロセスにおける賃金の支払いに対して反対する。 
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一例として、総額約500億 KZT に上る採掘企業≪PetroKazakhstan Kumkol Resources≫に

おける過剰利益税と罰金の追徴金の件を示すことができる。 初の法廷からすでに税金委員会

の見解の妥当性を認めていた。訴訟の間、同社は完全に不当にも多くの本質的に重要な点に対

して挑んできている： 

1) 同社は、2つの鉱床において契約終結の日付の前になされた資本経費の合計を増大させよう

としている。特に、契約終結日以前に投資家によって得られているすべての資本と未完成物

である「Yuzhneftegaz」の財産は問題である。 

2) 同社は、キャッシュフローの計算において契約条項の侵害の点で、少なく見積もったインフ

レ指標を不当に使っている。 

3) 現在支払うべき税金の総額を少なく見積もるために、後になって得られた地質学的な情報コ

ストを、理屈に合わない前もった資本コストとして利用している。 

4) 当期の課税ベースを、昨年支払われた超過利益税を含めた費用として減らしている。 

5) キャッシュフローが未完成の建物のコストのためとして減らされている。このコストは、対

応する政府の規律に従うと、建物の完成前に減らされることはない。 

6) 課税ベースの合計が、ヘッジ操作のような契約活動に関係しない経費のコストで不当に下げ

られている。 

7) 同社は、法人税には適用されるが超過利益税には適用されない法律の規則を適用することに

よって、累積売上高を修正している。このような修正は法律の下では影響されない。 

8) 同社は、《税金方式の安定性》に関する原理を用いることによって、 高裁判所の判決に反

して、法律侵害における検査結果によって追加された罰金の支払いを完全に不当に拒んでい

る。 

 

法律が誤った応用と解釈につながっているそのようなステップを明確にするために、地下資

源ユーザーによって問題とされている全ての点を私は特に詳説する。 

同じ Kyzylorda 地域において、PetroKazakhstan Kumkol Resources より10倍の額の税金を

支払って操業している会社がある。これらの会社は1つの地域で操業し、それらの契約は実際

同時に結ばれており、事実上同一である。そのため、PetroKazakhstan Kumkol Resources の

原油回収量は2倍以上である。 

国家予算において税の徴収を完全に維持することは、国の経済の安全性の主要な要素の1つ

である。カザフスタン政府のこれに対する方針は、さらにシステムを複雑化させるという特徴

をもっている。 

違反者に関するロシアにおける実際的な経験は注目に値する。不法納税者として判明した-

抜け道で法の適用を回避した-地下資源ユーザーは、「確固たる」地位を剥奪され、それ以前に

受け取った特権における全ての合計額を支払うことを強制されるのである。 

出典：“＆”に対するインタビューの要約(2009年) 

 

Esen Masalin. 予算外資金の支払いと地下資源使用契約の安定性 

 

1994年4月24日付でカザフスタン大統領の命令おいて締結された様々な契約、《税金と予算内

の他の義務的な支払いに関して》（以下、税金命令と略す）、および過去の義務的な税金の検査

の中では、“税金”、“税法”、《税方式の安定性》、“現行法”の概念が不明瞭に定義されており、
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税金命令と矛盾が生じている。 

いくつかの契約の中では、“税金”の概念が広く解釈されており、現在の法律によって規定

されている全ての税金、寄付金、関税、支払いが含まれている；また、“税法”の概念の定義

には、同時に税金の支払いの種類（税金）のみが規定されている税金命令第１項に従うこれら

の契約の中に含まれている。 

次に、“現行法”の概念、契約締結日に執行される法律の意味、そして納税義務の発生時点

で執行される現行法も、多くの契約において曖昧に解釈されている。 

これらの示された事実は、私達の考えでは、特に、地下資源に関する命令の第１項に従って、

2001年7月31日までの契約の作成時に例として使用されたモデリング契約の指定された概念の

不正確な定義の結果であり、また税金命令に対する適合について締結された契約の条件が不注

意な規定であったことによる。 

 

定義と解釈におけるそのような矛盾は、税金サービス組織と地下資源ユーザー間において、

契約の税金方式の安定性を遵守することに関して訴訟を引き起こした。従って、締結日に有効

となる契約と法規の条件に依存するそのような矛盾を利用している地下資源ユーザーは、非課

税規則、特に予算外の資金における支払いの点における変更について、税金方式の安定性の非

分配を要求している。 

 

裁判における訴訟の一例において、税金方式の安定性は言い渡された会計上の支払いおよび

納税義務には拡張されないので、地下資源ユーザー(原告)は、税金局(被告)によって課された、

1999年の社会税の導入によって廃止された予算外の資金に対する追徴課税は不当であると考

えている。原告は1995年に締結された契約条項を参照しており、その条項によると、契約調印

後に決められた税法における変更点が実際契約内で決められた税金の代替であるときを除い

ては、このような変更点は契約者あるいは投資家の納税義務に影響を与えず、そして契約調印

時と比較してこの税金の割合の増加を引き起こすことは無い。それとともに、会計上の義務と

は制約が無いことを意味しており、全ての税金、寄付金、ロイヤルティ、関税、支払い、罰金、

義務的資金における控除、そして契約会社の株主が受け取るべきその他の全ての合計額が含ま

れている。法廷は、契約によると、税金方式の安定性は実際に税金に影響を与える税法の変化

に専ら拡張されるが、会計義務には拡張されないと結論付けた。税金命令の第3, 4条によると、

カザフスタンの年金基金における控除、社会保険基金および国家雇用援助基金は、税金（税の

支払い対象）ではなく、支払いの基準を定めている法規は、税法とは関係していない。それに

もかかわらず、とりわけ、支払いと義務的資金に関係する会計上の義務が、税金の安定性に従

うこともまた契約によって制定されている。 

従って、法廷は、税金方式の安定性において契約条件が予算外の資金の指定された支払いに

対して拡張されると結論付けた。 

 

同時に、法廷は基本的に被告に味方した決定を下し、次のように契約内で文字通りに確定し

ている：《契約者と投資家は現在の契約の条項．．．に従って会計上の納税義務を受ける。契約

者に適用される他の会計上の義務は、現在の契約の条項．．．で特定されているように、税金の

安定性に従う。》もしも、契約の特定の条項の文字通りの解釈、および契約によって制定され

た経済的な利益のバランスの維持に対して両者の有効な一般的な意思から前進するためには、

契約締結後に作成可能な契約によって提供されない他の会計上の義務のみが税金の安定性に
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従うと結論付けることができる。 

 

別の例によると、1997年の契約の下で操業している地下資源ユーザー(被告)は、1998年の道

路資金における追徴課税および1999年のこの資金における控除額の支払いの義務を無効にす

る要求を法廷で主張している。 

従って、原告は、 

(1) 現行法により提供される額に対して課税されるという契約条項； 

(2) 税金方式の安定性は、税金法第１項によると、大統領命令《道路資金に関して》（法律の状

態）は関係していない税法の変更にもてきようされることを制定している契約条項； 

を参照した。 

 

1997年の契約締結日において、道路資金における控除額の割合は0.5％であった。しかしなが

ら、1998年6月1日からその割合は0.1％に下げられ、1999年以来は道路資金の廃止に伴い、概し

て無くされている。これに伴い、現行法を理解している原告は、納税義務の発生時点の規則が

現在の非課税の放棄の中へ、つまり1998年6月1日からの道路資金には0.1％の割合で控除額支払

いを行い、1999年以降は支払いを止めるという変更が導入された。 

一方、被告は現行法として契約締結日に対して法規を理解することが必要であり、契約にお

ける税金方式の安定性は、その変更にも適用されることを信じている。 

法廷は、以下のような判決を下した。税法第94-3項によると、契約によって規定された税金

方式は、その作用期間が終了するまで不変であるべきであるが、両者の合意の下で契約の税金

方式に変更がなされ、契約の下でカザフスタンと地下資源ユーザーの初期の経済的利益の均衡

の変化が魅力的でない場合を除く。契約内で、契約内のいかなる変更や修正も両者によって協

議されるべきであり、そのような交渉を行っている間、地下資源ユーザーは、契約の締結日の

法規において有効な税金とそれに影響する支払いを続けることになる。税法第94-3条および契

約内にもたらされてきた変更点を考慮に入れると、原告は契約調印日の法規によって設定され

たサイズで道路資金における支払いを行うことが義務付けられている。 

この例は結果的に、法廷の立場では、税金および契約における税金方式に設定された支払い

は税金方式の安定性のため、有効期間が終了するまで支払うべきであることを認めている。 

 

全体として、契約によって設定された条件を個々に見直し、契約締結日に有効な放棄を注意

深く勉強することが必要とされる。 

実際、妥当性を考慮した判決によって支持された、契約内で設定された両者の経済的利益の

均衡を考慮しない、地下資源ユーザーに対する請求の税務局組織による不当な発表の問題があ

る。特定的な不法行為の実行は、年金基金を累算することによって、年金基金に変化があった

年金改革の後に契約を締結した地下資源ユーザーに基本的に関係していた。このような問題の

発生は、年金法の税金組織による不正確な解釈によって引き起こされている。 

出典：要約、“2005年4月15日にАтырауで開催された第３回Atyrau法律セミナーでの発表

より”。 

“Materials of the Third Atyrau legal seminar”, Kazakhstan association of lawyers of oil 

and gas branch (www.kpla.kz) 
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Almat Daumov. 税金論争と税金方式の安定性 

 

超過利益に関する税金計算の当事者 

2005年の下半期以来、税金委員会と従属関係にあるカザフスタンの税金組織は、大規模な地

下資源ユーザーに関連する多くの主たる税金チェックを実行した。超過利益に対する主たるチ

ェックを実行したのは、カザフスタンの歴史上初めてである。地下資源ユーザーは利益に対す

る巨額の追徴課税および罰金と罰則に困惑している。 

初の超過利益に対する税金は、1995年初めの税法によって規定された。超過利益税の納税

者に関する全般的な規定、支払い方式、およびそれぞれの改訂版における超過利益税の割合を

含む税金の法律が決定された。しかしながら、長い間、超過利益税の計算と支払いに関する従

属規定は存在しなかった。当時、石油の埋蔵量はまだ調査されていたので、従って実際の利益

は無く、いわゆる“超過”利益も無かった。 

1997年12月29日、大蔵省税金委員会命令 No.1は、訓令 No.41《地下資源ユーザの課税に関し

て》を承認した。この訓令 N0.41の中で初めて超過利益税の計算手法の詳細が定められ、指導

的立場の人に対しても超過利益税の計算法、公式、計算の例が提供された。訓令 No.41の施行

時点から、地下資源ユーザーはこれらの指導を受けることとなった。 

カザフスタンの地下資源ユーザーは、1999年末から2000年初めまでに“超過利益”を作り始

めた。地下資源ユーザーは税金組織とともに超過利益税の計算と支払い規定を参照して多くの

計算を実行した。地下資源ユーザーによる超過利益税の計算と支払いの正確さ、正しさ、合法

性は、2000-2004年における地下資源ユーザーの複雑な税金チェックの結果によって確認され

た。しかしながら、2005年下半期に実行された主たる税金チェックの結果によると、地下資源

ユーザーが超過利益税を間違って見積もっていたことが示された。さらに、矛盾した結論があ

った。つまり、以前の複雑なチェックの結果が本質的に2005年に実行された主たるチェックと

異なる；（2000年以来）毎年税金組織によって承認されている税金報告書から抜粋された法律

で規定されている税金の計算式も、主たるチェックの間に適用された公式と異なる。 

地下資源ユーザーは根拠もなく、純利益の計算において、支払われた利益配当税の合計と昨

年支払われた超過利益税の合計を控除していたと税金組織は考えていた。 

超過利益税の計算に関する税金組織の基本的な議論は、税法第5条第30項の立場にあり、純

利益は利益から法人税のみを差し引いたものとして決められている。 

極めて形式主義的なアプローチによって導かれているのだが、厳密に超過利益税の計算手順

を規定している地下資源利用契約の立場にもかかわらず、国家と地下資源ユーザーの経済的利

益の均衡を本質的に変える税金収益の計算に対する新たな技術を税金組織は示してきた。 

従って、上記をまとめると、納税者と税金の安定性に関わる国家との異なる理解が、同様の

税金論争の主たる発生要因であることに留意する必要がある。これらの問題はすでに10年間も

続いており、カザフスタンの地下資源ユーザーにとっては極めて切迫した問題である。 

出典：要約、Grata 法律会社、2007年6月17日、Daumov Almat、共同経営者兼税法部門長 

 

11-2 2008年の課税に関する訴訟： 高裁判所の判例 

カザフスタン 高裁判所は、2008年10月8日に MOC GmBH 会社の税金チェックに関する特別

な決定を下した。 

2008年8月15日付の Astana 市裁判所の判決により、税金チェックの結果、部分的に違法である

と認められている。 
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この特別な決定によると、税法の規律侵害に関連して、KMG 会社（正確には KazMunaiGas）

のプロジェクト部門のチーフマネージャーと同社の他の専門家が、税金法の第533条第1-1項（税

金チェックの結果に利益を持たない人がチェックに関与できる）の侵害に関わる税金チェックに

関与していた。 高裁判所によると、これらの人たちは、財政的・技術的な特徴をもつ主たる文

書を解析し、税金組織の専門家の権限に直接介入して問題点に関する結論を発表した。彼らの結

論（特に、鉱床で働いている外国人労働者の維持に関わる返済された経費の割り当ての妥当性、

他の経費の割り当ての分析と妥当性に関して）は、税金チェックの証明書の中に含まれており、

彼らは担税者の収入と控除に対応する更新を課し、会社の支店の納税義務に反映していた。KMG

の専門家は、税組織のみが入手できる MOC GmBH 会社の文書を入手していた。 

他の侵害もチェックの中で認められており、いくつかの控除の減額の証拠は特に示されず、そ

のような根拠に対する法的な裁決はなされなかった。生産分担の合意の下でのカザフスタンの分

け前は、会社 MOC GmBH の納税義務として見積もられ、一方的な法解釈が認められた。 

 

当該税金チェックにおいて、 高裁判所民事部は、MOC GmBH（申請者）の（2004年1月1日

から2006年12月31日までの）税金チェック書類の証明書とカザフスタン大蔵省税金委員会の通知

に関する訴え、および税金委員会からの反論の訴えの決定を2008年10月8日に下した。 

この訴訟事件における多くの興味深い点に留意すると良い。 

 

カザフスタンの領域内における非居住者の勤労、サービスによる売上の取引高に対して、非居

住者のために申請者が VAT を支払う事実に異議申し立てをしていたことに対して、 高裁判所

は、VAT の下、判決を下した。 高裁判所は税法第221条を参照し、カザフスタン内の VAT の

担税者ではない居住者によって得られた勤労、サービスは、カザフスタンの領域内で勤労、サー

ビスを受け取ったカザフスタンの担税者の取引高である。両者間の地下資源使用契約によって、

申請者はいかなる種類の VAT も支払い、特定の状況下においては、申請者は 高裁判所が決定

したように、非居住者に対しても VAT を支払うことになる。 

2004-2006年のVATがチェック結果によって追加された（再計算された）。 

申請者は契約に従って、カザフスタンあるいはその地域の行政に味方して、いかなる種類の勤

労およびサービスに関わる取引高からの特定の税金の中で、第三者機関あるいは関連会社によっ

て契約遂行のために実行された、申請者、出資者、関連会社によって支払う義務のある全ての税

金および関税の支払いが、カザフスタンの分け前の中に含まれる。契約の両者ではない第三者機

関の権利と義務の問題は、契約によって解決できず、地下資源ユーザーにおける税金方式の安定

性の原則は地下資源使用契約の両者ではない人に対しては拡張されない、と裁判所は結論付けた。

申請者はカザフスタン領域内で非居住者から勤労とサービスを受け取っている。非居住者は VAT

を支払う義務は無く、非居住者に対する特定の税金の支払い義務は、カザフスタン領域内の勤労、

サービスの受取人によってなされる。従って、裁判所は、VAT は16％の割合の下で計算されてお

り、15％の割合の下で見積もられるべきであり、それに応じて税金委員会に対して VAT 額の再

計算を義務付けた。 

 

生産分配におけるカザフスタンの分け前に関して、申請者はカザフスタンの分け前においては

納税者ではなく、カザフスタンの分け前に関して税金組織に対して申告を行う義務は無いという理

にかなった結論を裁判所は下していると 高裁判所は述べている。このような状況が2005年5月19

日から Astana 市裁判所の判決によって、2005年10月9日から Aktau 裁判所の判決によって施行
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された。民事訴訟法第71条と同様に、効力をもった法廷の判決によって規定された状況は、同一

人物の参加、つまり不利となる事実を用いて、他の問題を考慮することによって再び論証される

ことは無い。 

 

税金チェックの実行時に、税金委員会は資本金の計算法を、申請者によって申請された直線的

な減価償却法から資本経費の割賦のための減価償却の定率法へと変更した。申請者は地下資源契

約締結期間に償却計算の規則を定義した法令を参照して、合理的に定額法を適用すると、法廷は

結論付けた。計算法は、両者によって契約の中に変更や追加が加えられたときのみ変更すること

ができる（税金方式の安定性）。 

 

高裁判所は、契約によって提供された労働プログラムの変更手順と予算が付記されていない

と言う理由に対する割れ目 A の掘削経費の補償費用の例外に関する申請者の申し立てを満たし

ていなかった。 

 

税金委員会は補償経費から間接費を除外した。申請者は合理的にそして契約に従って間接費を

補償経費に含めると法廷は判決を下した。間接費は文書的に内容が真実であると証明できなく、

間接費は文書的にその素性が確認できる他の費用の合計からの割合状況で課税される。 

 

税金委員会は補償経費から percent LIBOR+2を除外した。税金チェックを実行している間、

percent を含める合法性は KMG’の専門家の意見に基づいていた。しかしながら、その後、カザ

フスタンの分け前の受信人としての KMG’は、契約に従って、特定の合計額は補償経費に含め

る必要があるとの結論に達した。税金委員会は、KMG’に二度目の書状を申し立てた。 高裁判

所は KMG（その専門家ではない）の立場に優先権を与えているが、法廷の判決を取り消すため

の根拠は見つかっていない。 

 

税金委員会は返済された経費から労働者を激励するための経費を除外した。もしもこれらの経

費が原油操作の実行の結果として、あるいは契約によって提供される投資家の他の義務の遂行の

ためになされるならば、補償経費に計上することができると法廷は判決を下した。そのような判

定基準に合致しない費用は労働費用として計上することはできず、補償経費に含めることはでき

ない。この部分において申請者には不満の余地が残されている。補償経費に関する契約条項は、

本質的（物質的）契約条項であり、広範な解釈と実行を必要とされず、どの法的組織も受け取っ

た利益の経費で労働者に対して社会的な金や他の利益を確立する権利を持っているが、第三者機

関の利益を損なってはいけない、と 高裁判所は通告している。 

 

法廷で考慮された(会社 MOK GmBH の)プロジェクト B と C は、それぞれの契約における両者

の具体的な権利と義務を定義している個々の取り決めであり、契約の1つについての司法の証明書

への参照は、他の契約との関連から認めることはできない（申請者はプロジェクト B の下、法廷

での判決を無効にする要求をし、プロジェクト C に対するそのような参照を行っている）、と

高裁判所は重要な見解を述べた。 

 

また、申請者から同様な事件（2006年8月31日から）に関して 高裁判所の判決に対して行われ

た参照は、当該事件(民事訴訟法第71条への参照)の両者の代わりに他の両者間の論争を解決する
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ので、この判決は不利となる事件に適用できないと言及し、法廷は却下している。 

 

財産取得費用の累積売上高から、この合計額が補償経費の構成から申請者によって除外された

ことに関して、税金委員会は控除額を減らした。法廷は、証明書が指定された部分において不当

であると認識した。 

正当な調査において、 初の法廷では累積売上高と補償経費の控除が合法的な概念とは違って

いることに注意を払った。法廷は、補償経費からの経費の例外が同時に納税者の累積売上高から

のこれらの費用の例外に対する根拠であると言う、税金委員会の議論を受け入れなかった。 

法人税の定義に対する控除は、地下資源使用における操業に関連した請求者の経費に制限され

ず、収入獲得のために向けられた申請者の全ての活動に関係していると、 高裁判所は説明した。

補償経費からの控除が地下資源ユーザーの活動に関連しているので、鉱物の調査採取作業の実行

が行われる。 

 

また、行政違反法の規定に反して税金委員会は罰金の支払いの必要性に関する命令を証明書に

含めていたと、法廷は判決を下した。税金法第540条では、どのような罰金の支払いに関する命令

の税金チェックの証明書の中にも含めることはできず、課税の場での行政違反への刑罰は行政違

反を行った条件の下で認可された役員の決定の下においてのみ指摘できる。法廷は、罰金の支払

いに関する証明書は違法であると認識している。 
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12 移転価格 

12-1 移転価格法 

新たに“移転価格法”が2008年7月5日に採用され、2009年1月1日から実施された。それは、2001

年1月5日付の従来法“移転価格の使用上の国家管理に関する法律”を更新した。 

 

特に鉱物に対して、双方の一方が優遇税制措置をもっているとき、あるいは双方の一方が税金

宣言(第3条)中で示された過去2年間に損失があるとき、この新たな法律は、国際的な業務取引に、

および国際取引に直接関係をもついくつかの国内取引に適用される。管理物資リストは2009年3月

12日付の政府命令によって設定されている。取引価格と一般市場価格との間の格差が税金あるい

は関税によって決められる場合、当局は取引価格を調整し、未払いの(安く支払われた)税金の額

を評価し、さらに刑罰を課すことがある。国家による監視は取引に適用された価格において実行

される（第6条）。 

移転価格に関する規制は、国際的な業務取引を規制する中で、特殊なアプローチを必要として

いる単純な税務調査とは異なる特殊な種類の規制である。 

納税者の取引の監視の結果として移転価格の適用の事実が発生したとき、税務当局は移転価格

の問題の検査を予定するでしょう。税金と関税義務の実現における検査が予定されるとき、すな

わち、移転価格の検査が主題であり、それが1年に1回しか予定できないとき、そのような検査も

予定される。 

 

法律（第12条）では、以下の市場価格の決定法を設定している。 

・比較非制御価格法 

・‘コストプラス’法 

・再販価格法 

・利益分配 

・取引上の純利益 

国家組織は輸出業者から、財務報告、契約に関するデータ、商品、および価格の正しさを確認

する他の情報を含めた情報の提示を要求することができる（第7条）。 

 

市場価格についての情報源は、2009年3月12日付の政府命令 No. 292によって決められており、と

りわけ以下のものを含んでいる。 

・ 石油と石油製品 - «Platts», «Reuters»; 

・ 天然ガスと液化ガス - «Platts», «Reuters»; 

・ 貴金属 - «Reuters», «Metal Bulletin»; 

・ 非鉄金属と鉄合金 - «Platts», «Reuters», «Metal Bulletin», «Мегасофт  

 Россия»; 

・ 鉱石と濃縮液 - «Цена – Информ», «Мегасофт Россия», «The TEX 

 Report Ltd», «Ryan’s Notes», «Alloy Metals and Steel Market 

 Research». 

 

免除課税を持つ国家および領土のリストは、2008年12月31日付の政府命令 No.1318によって決

定され、以下の63の領域が含まれている：スイス、ルクセンブルク、中国(マカオと香港の一部)、
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オランダ(アルバ、アンティル諸島の一部)、UAE(ドバイの一部)、シンガポール。 

 

多くの場合、購買者はそれらの機密のために文書(証拠)を提出することを拒否するので、購買

者に掛かった費用を証明することは事実上困難である。納税者が文書を持っていないという事実

のため、税務当局は、実質的な課税および支払いにつながる文書を考慮すること無しに調整を行

う。 

 

実際、納税者は、移転価格に課されたすべての合計額に関して、高等税務当局および裁判所を

訴えた。この論争の主たる問題点は、市場価格の決定法の適用とともに、情報源と格差(商品の品

目と商品を適切な市場へ配達するためにかかる費用の割合)であった。 

 

12-2 採掘・冶金企業団体のコメント 

団体は、採掘企業が移転価格に関する法律のいくつかの条項を適用されることによってひどく

困惑されていると述べている。この法律は、取引価格の市場価格からの逸脱（農業生産に関して

は除外）を考慮しておらず、追徴課税、罰金、行政処分を課すといった形で制裁の適用を行う。

しかしながら、輸出業者はどのような場合でも、価格の逸脱を持っており、地主（およびそれ以

前に許可された業者）が申告している10％よりもかなり大きい。様々な品質の製品、非交換の特

徴をもつ特定の商品、需要の減退は、20％のディスカウントの適用の必要性を引き起こしている。

当団体が主張するように、カザフスタンの企業が世界市場で競争している国々においては、例え

ばロシアでは、このような価格の逸脱は許容されている。 

‘カザフスタンは採掘・冶金企業を世界市場の中でロシアの競争相手と不均衡な条件の中に置い

ている。’ 
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13 通貨規制 

主たる規則は2005年6月13日付で修正された通貨規則と通貨管理に関する法律である。この法律

は、1996年12月24日付の通貨規制法に取って代わった。 

通貨法は従来法と比較して、IMF の通貨規則により大きく従っている。2007年に（ロシアにお

いても）、多くの通貨管理要求と規制が行われた（2007年1月1日から）。 

主たる管理実行組織は National Bank of Kazakhstan（カザフスタン国立銀行）である。 

 

居住者間における全ての取引はテンゲで行うと通貨法は述べている。その他、居住者はカザフ

スタンの銀行および金融機関に所持している口座に、外国通貨取引から受け取ったお金を預けな

ければならないことを要求している。また、居住者は（非居住者への支払いのために、外貨で銀

行から受け取ったローンに関する義務を満たすために）限られた額の外貨を購入するかもしれな

いと述べている。居住者は次の場合、カザフスタン国立銀行に通知する必要がある：カザフスタ

ン国外に銀行口座を開くとき；もしも購入価格が50,000 US$を超える外国企業の株式あるいは参

加利益の10％未満を取得したとき；もしも購入価格が30,000US$を超える地方企業の株式あるい

は参加利益の10％未満を非居住者が取得したとき。居住者は非居住者との次の取引をカザフスタ

ン国立銀行に登録しなければならない：非居住者からの支払額が30,0000US$を超えるとき、ある

いは居住者からの支払額が50,000US$を超えるとき；180日間を超える商業的なクレジットやロー

ン；排他的な知的財産の権利と譲渡に対して、JV 協定の下で義務を遂行するお金や他の財産の

支払い；法人の株式あるいは参加利益の10％を超える取得。 

 

2009年の初頭に National Bank は、現行法第32条《金融制度の経済的安全性および安定性の脅

威の場合の規定》の修正を行う法案を作成した。状況が経済政策の他の手法によって解決される

ことができない場合に、この法律は特別な許可モードの導入を提供する。モード導入の決定は、

政府と国立銀行の相談の後に大統領によって受理され、特別な許可が国立銀行によって発表され

る。 

 

草稿の中では、許可モードの作用条件における操作リストが示されており、輸出業者による通

貨取得の義務的な販売、肉体をもった人間による通貨取引の実行の禁止；つまり送金である、目

的命令の無い企業による外貨の会話、法人の通貨振替の完全な禁止させ含まれている。 

国立銀行は、それにいかなる制限も加える計画は無いと断言しており、国際標準を考慮して、

修正はより正確な形で登録された条件を反映すると述べている。 

 

通貨収益の義務的な売却は、カザフスタンの歴史の中で2度行われた。 初は1994年に、全て

の企業は輸出用に得た通貨の半分を国内市場の中に売却した。その後、制限は30％に引き下げ

られ、1995年8月にこの要求は概して撤回された。そしてもう一度、テンゲのドルへの自由変

動為替相場の導入後の1999年に輸出業者は規制された。金融市場の平衡条件の維持のために、

国立銀行は再び企業-輸出業者による通貨収益の50％の義務的な売却を始めた。この要求は11月

までのみ行われ、その後撤回された。 

 

外国の企業はカザフスタンでお金を蓄えるべき 

総理大臣の Karim Masimov は、カザフスタンで働いてお金を稼いだ企業に、少なくともその
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一部をカザフスタン銀行に貯金するように要求を始めた。政府は、お金をカザフスタン銀行に

独占的に貯金するように主張してはおらず、企業は外国の金融機関の地元の提携組織を選ぶこ

とができる。 

カザフスタン内の銀行の大多数は外国から参加している。しかしながら、外国企業は、カザフ

スタン銀行に運営費と賃金の支払いに必要な分のお金だけを預けることを好む。 

出典不明：‘お金から現金は違う方法によって運び出される。カザフスタンで操業している会

社が、以前に受け取ったローンを提携した外国組織に融資あるいは返済するときに、 も広範

囲に及んだものの1つは会社間のローンである。2つ目の方法は、親会社との提携構造によって、

お金をその国から出すことによる普通配当の支払いである。’ 

カザフスタンとロシアを通過するパイプラインシステムを操業している JSC Caspian pipeline 

consortium （JSC カスピ海パイプラインコンソーシアム）は、双方の国に代理店をもってい

る国際銀行 RBS に財産を置いている。 

Kazakhmys: ロンドンで登記されたカザフスタンの会社で、同社はカザフスタンにお金のかな

りの部分を保有している。‘私達は資金調達(材料、賃金などへの支払い)を管理する必要があり、

この額は安定している。可能性のあるリスクを避けるために、私達は私達の財源をいくつかの

銀行に保持しており、私達は国の様々な銀行と素晴らしい相互関係を持っている。’ 

出典: Expert Kazakhstan の出版物に基づく要約 
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14 労働法 

カザフスタンの国民および外国人の雇用は、この国の労働法規に従わなければならない。これは、

カザフスタンでの仕事に関して、地元で登記されている企業あるいは外国企業の支店と、カザフ

スタン国民および外国人によって締結された雇用契約は、カザフスタンの労働法規によって規定

されたいかなる義務的な要求も否定すべきではないことを意味している。 

 

主要な法令 - 労働法 No.251-III、 2007年5月15日改訂 

規制組織   - 国民労働社会保護省（the Ministry of labour and social protection of population） 

 

14-1 雇用契約 

 

労使関係は雇用契約と労働協約によって規定される。  

労働条件は、支払条件、仕事の時給、勤務時間と休憩時間の方式、専門的な職業と地位の組み

合わせによる要求事項、サービス範囲の広がり、一時的に休んだ労働者の任務の遂行、安全性お

よび労働安全性、技術的、産業的条件、そしてさらに、雇用者と労働者の間で合意されるような

他の勤務条件である。特に雇用者は労働者に対して、 低賃金、支払い条件、通常の勤務時間、

法規による要求事項、有害な作業条件での仕事などを認識できるように、設備、道具、工学的仕

様、そして労働義務の遂行のために必要な手段を、自身の収益からの支出により提供しなくては

ならない。 

 

必須要件は、カザフスタンの従業員に支払わなければいけない 低賃金、 大の超過勤務およ

びそのような勤務に対する補償、 小の有給年次休暇、 小の病気休暇補償、規制要件に従う労

働場所の規定などから成っている。さらに、雇用者は、彼らの労働義務の遂行の間に従業員の健

康に危害を加える場合にその民事責任を保証しなければならない。 

 

雇用契約は、固定期間あるいは無制限に締結されるかもしれない。固定期間契約は、短期の仕

事の性質の場合や一時的に休んだ労働者の代替の場合を除いて、１年未満の間で締結されること

はないかもしれない。 

雇用契約では、試用期間(3か月を越えないかもしれません)を設定するかもしれず、試用期間の

満了の７日前に、解雇の理由を述べている通知書を送ることによって、雇用契約は終了するかも

しれない。 

 

従業員(CEO 以外の)の解雇は、とりわけ以下の許容される理由の下でもたらされるかもしれな

い：スタッフの余剰；従業員の立場において要求された義務を果たす能力の無さ；雇用者によっ

て提案された雇用条件の変更受諾の拒否；雇用者に関連する機密情報の開示；無断欠勤；中毒；

窃盗。解雇の理由が雇用者の決定または余剰人員の清算であるならば、雇用者使用者は各自の平

均額を従業員に代償として支払わなければならない。 

労働法第54項6)によると、雇用者主導による労働契約の取消しに対する独立した理由は

prorumble である。つまり、ある出勤日(労働シフト)の終わりに3時間以内あるいはそれ以上、正

当な理由無しで仕事における労働者の不在である。 
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従って、法律は具体的な正当な理由のリストを提供せず、その結果、雇用者は、ある理由で労

働者との労働契約の取消しについての決定をする前に、客観的にその理由の存在を確立し、証明

すべきである。職場における労働者の不在の事実は、 低2人の証人によってサインされた証明書

の概略によって文書的に立証されるべきである。 

 

行政官は雇用契約の中で提供された額の代償をもって会社の決定によって解雇することができ

る。しかしながら、もしも CEO が辞職するならば、その人は少なくとも2か月前に辞職届を提出

しなければならない。 

 

14-2 賃金の支払い及び関連する基本的な要因 

1. 労働者の賃金の額は、2009年に法律で設定された 低額13,717 KZTを下回ることはできない。

賃金の額は必ず労働契約の中で指定されるべきである。 

2. 賃金の支払い期間は決算から10日を遅れることはない。  

3. 労働者との労働契約の取消しに関連する賃金や他の支払いの雇用者の過失による遅延におい

て、雇用者は労働者に対して債務と罰金を支払う。罰金額は、賃金の支払い義務の執行日に、

カザフスタン国立銀行の借り換え割合から計算され、支払いがされるべき翌日以来それぞれ

の遅れた暦日に対して課金され、支払い日をもって終わりとなる。  

4. 労働法規によって規定されている項目における雇用者による賃金の未払い、そして管理違反

法規に従った支払いが遅れた間の罰金の未清算および未払いは、20～50の毎月計算指標(MCI)

の割合で刑罰を受ける。 

公式な刑罰の課した後1年以内に、雇用者によって同様の行為が繰り返し行われた場合、100

～200MCIの割合で刑罰を受けることになる。 

5. 賃金額の増減は勤務条件の変化であり、労働者との協調なしで雇用者使用者によって一決定

を受け入れることはできない。労働者は労働条件の変化について少なくとも1か月前に雇用者

によって警告されるべきである。労働条件に変化があったときは、労働においてそれに対応

する追加と変更が、労働契約と(または)共同契約において行われる。 

6. 労働契約の終了で、雇用者から労働者に支払われるべき額の支払いは、契約終了後、3営業日

以内に行われる。 

 

労働法の中に、保証と労働者への代償の支払いの雇用者による支払い方法を規定する第13章：

保証と代償の支払いがある。特に、雇用者が労働者に対して賠償の保証/支払いを行うべきであ

る場合が以下のように提供されている： 

・労働者による国家あるいは公的な義務の遂行時 

・医療検査で指摘された労働者に対する保証 

・臓器提供者である労働者に対する保証 

・出張に対する労働者への保証と代償の支払い 

・雇用者と一緒に他の場所へ労働者が移動している間の保証と代償の支払い 

・生態学的災害と放射線の危険性のある地域での労働活動を実行している労働者に対す

る保証 

・雇用者の利益のために労働者が個人的な財産を使用したことに関する代償の支払い 

・旅行の性質を持った方法によって仕事が進む場合か、要求を満たす場所内でのオフィス

旅行によって仕事が進む場合における労働者への代償の支払い  
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・仕事損失に関連した代償の支払い 

・現場の満足度に対する支払いの順位と条件  

・雇用者の財産の出費による社会的な利益の労働者への支払い 

 

14-3 賠償金の雇用者による支払い（ も広範囲に及んだケース） 

1. 有給休暇を使わなかったことに対する補償 – 短期年次有給休暇を使わなかったあるいは使

った労働者との労働契約の終了時に、年次有給休暇の使われなかった日に対する補償支払い

が行われる。 

2. 月々の平均賃金の割合で失職に関する補償金支払いが行われる場合： 

1) 雇用法人清算の場合の雇用者主導による労働契約の解除 

2) スタッフ削減の場合の雇用者主導による労働契約の解除 

3. 雇用者が労働条件に関する信頼できない情報を労働契約締結時に提供し、あるいは雇用者に

よる労働法規、労働条件、共同契約の侵害が行われ、雇用者主導による労働契約の解除の場

合、雇用者は失職に関して労働者に対して平均賃金の割合で3か月間補償金の支払いを行う。 

4. 両者の合意の下での労働契約の取り消しにおいて、雇用者は、一年間少なくとも平均賃金の

割合で労働者に賠償金を支払うことで、いつでも労働者を解雇するための理由の説明、形式

的な文書による協議や行事無しで労働者との労働契約を終わらせることができる。 

 

労働法によると、雇用者は仕事の再編と(または)削減による製造組織の変化に関連して労働者

の賃金額を減らす権利を持っている。 

 

賃金額の削減は作業条件の変化であり、労働法は作業条件の変化を規定している手順を雇用者

のために提供している。基本的な点は以下の通りである：  

・雇用者は、労働条件の変化について紙面で変化の少なくとも1か月前までに労働者に警

告すべきである。 

・労働者が新しい条件における仕事継続に合意しないならば、雇用者は紙面で、現時点に

おいて彼の素養と健康状態と一致した他の仕事を提供することが義務づけられており、

そのような仕事がない場合は、彼の素養と健康状態を考慮して、労働者が実行できる空

席の下位のポストまたはより給与の低い仕事を提供することが義務付けられている。 

・労働者が支払い条件の変化に合意しないならば、彼・彼女は紙面で不合意を主張すべき

である。さらに、労働条件の変化に関連して労働者が仕事継続を紙面で拒絶した後に、

労働法第・・条第・・・項・・・労働条件の変化に関した労働者の労働継続の拒絶に

よって提供される規則に基づき、労働者との労働契約は終了する。 

・労働者が労働条件の変化に合意するならば、雇用者の職員サービスは労働契約に対応す

る追加と変更を加える。 

 

雇用者は労働者の予防無しで、一方的に彼/彼女の賃金額を減らすための権利を持っていない。 

 

労働法では以下の即決刑のみを提供している：  

・ 注意  

・ 懲戒  

・ 厳重懲戒  
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・ 労働法によって設定されたケースの中で雇用者主導での労働契約の取消し  

労働法とカザフスタンの他の法律で規定されていない懲戒処分の適用は考慮されていない。 

 

労働者の賃金からの控除として、刑罰を適用する場合に、以下を考慮すべきである： 

1. 労働者の賃金からの控除は法廷の判決の下で行われることができ、場合によっては法律に規

定されている。 

2. 労働者が勤務している組織に対する負債の再支払いに対する労働者賃金からの控除は、紙面

による労働者の承認の義務的な表明のもとで行うことができる。 

3. 月々の控除の一般的な額は労働者による賃金の50％を超えることはできない。 

 

14-4 労働時間と休暇 

通常の一週労働時間数は5日(40時間)である。許されている毎月の総残業時間は、 大12時間に

制限されており、いかなる日においても通常の労働条件の中の残業は 大2時間に制限されている。

超過勤務は基本給の少なくとも150％の割合で補償されなければならない。夜勤や平日でない日や

法定休日における勤務は、基本給の200％の割合で補償されなければならない。 

 

小の有給年次休暇は24暦日(法定休日を除く)である。追加の休暇日は、(1) 危険にさらされて、

あるいは危険な条件において作業している従業員と、(2) 障害者である従業員に提供されるべき

である。 

カザフスタンには、8日の法定休日がある。 

従業員は、従業員に支払われるべき病気休暇代償としての1か月あたり 高10MCI までの一時

的な疾患/障害に対して補償される(病気休暇)。 

高126日(場合によっては140日)までの出産休暇が、従業員の平均の月給の額に基づいて、雇用

者によって支払われる。 

女性と他の家族義務を持つ人、特に妊婦は、格別な権利と特権のリストによって割り当てられ

る。雇用者は労働法の以下の立場を考慮に入れるべきである： 

1. 妊婦や子供を育てている人との雇用者主導による労働契約の取消しは、労働者の数またはス

タッフの削減の場合だけでは考慮されない。労働法や承認された文書によって提供される他

の理由による、雇用者主導の労働契約の取消しは合法的である。 

2. もしも労働契約期間の有効日に、ある女性が12週以上の妊娠の診断書を提出する場合、雇用

者は彼女の書面により、労働契約期間を子供が3歳になるまでの小児看護休暇の終了日まで延

長する義務がある。 

3. 診断書に基づいて雇用者は、平均賃金を維持しながら、有害な影響と(または)危険な生産要素

を除いた他の仕事に妊婦を異動させることが義務づけられている。 

4. 妊娠と出産の休日の前、あるいは出産直後、あるいは小児看護休暇の終了の前に、女性は、

彼女の意志で、年次有給休暇を取得できる。 

5. 雇用者は、患者名簿の根拠に基づき、妊婦に対して、出産前の70暦日の妊娠・出産休暇と、

出産後の56暦日(複雑労働または2人以上の子供の誕生の場合70暦日)を与える義務があり、休

日は実際出産前に使った休日数や雇用者の下で働いた時間とは無関係に完全に女性に与えら

れる。 

 

雇用者は、社会的な税金の支払いと安全に対する寄与を要求される。雇用者は、それらの従業
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員に対する個人所得税と年金基金寄与を保留することが義務づけられている。 

 

外国の法的機関の駐在員事務所または支局は、両方とも現金であるいはカザフスタン銀行に開

設した外貨預金口座を通してその従業員に給料を支払うかもしれない。 

カザフスタンの法的機関はそれらの外国の従業員に外貨で支払うかもしれないが、地元の従業

員には現地通貨で支払われなければならない。 

 

14-5 係争 

雇用者と従業員間の係争は、概して、次のようなときに発生する： 

・ 雇用者と従業員の利益のバランスが維持されていない。 

・ 従業員が彼の権利、義務、そして も重要なことである彼の義務の侵害の債務の程度につ

いて理解していない。  

・ 雇用者が労働法によって規定される労働者の権利を侵害する。 

・ 雇用者が労働者の意見と興味を無視する手段を適用する。  

 

係争を防ぐために雇用者にとって望ましいこと： 

・ 雇用者と労働者の相互作用における基礎としての同等な関係の原理を固定させ、仕事の質

を継続的に向上させる目的の動機付けを行うために、会社内部方針（会社の使命）を創り

出すこと。 

・ 労働者の権利、義務、責務が規定されている内部規則（義務と義務的な規定、内部の労働

スケジュール、機密情報の遵守）を採用するために、労働法規の要求に従って労働者と労

働契約を締結すること。必ず雇用規則を労働者に紙面で知らせることを勧める。 

・ 労働法規を遵守すること（支払期日に賃金や賠償金を支払うこと、労働時間の規定を遵守

すること、毎年労働者に休暇を取らせること、病気リストに支払いを行うこと、労働条件

が変更されたときに労働法規に規定されている手順を遵守することなど）。 

・ 係争が発生したときに労働者と対話を行う常に稼動している懐柔的な委員会や他の組織

を作ること。労働法規によると、懐柔的な委員会は雇用者と労働者から同数の代表者が出

席し対等な立場で作られる。懐柔的な委員会による係争の考察は、司法当局の関与無しに

労働者との対立を落ち着かせる雇用者にとっては理想的な方法である。 

 

雇用者が労働者の仕事の質を認めず、即座に罰則を適用しようという場合に、労働者が自身の

作為/不作為によってその地位を失うという条件が記載された職務規定に労働者がサインしたも

のを雇用者が持っていれば、そのような決定は合法的である可能性がある。もしも、そのような

職務規定が存在しないならば、雇用者は即座に罰則を適用する法的根拠を持っていない。 

法廷において労働者から事情聴取のために雇用者が付託を行う場合、その労働者は物質的損害

に対して物的に責任のある人物であり、そのような労働者の責任が契約にある場合に法廷におい

て判決が下される。 

当該労働者との責任に関する契約によって、法廷の知り得たことは判決の中で提供される。労

働者の責任と条件の範囲に対して条項が特に定められている責任に関する契約が存在しない場合

は、労働者による物質的な損害を証明する手順は複雑なものとなる。 

 

雇用者と競争相手に関する‘うわさの発生源’と‘ブラックリスト’が存在するかもしれない。
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例えば、職業安定所は、雇用者が新規雇用のために何度これらのサービスを利用したかにより‘ブ

ラック’雇用者を定義している。職業安定所はこれらの企業にはある特定の職位が常に募集中の

状態で存在していると結論付けている。つまり、これらの企業の中には、賃金の未払い、きちん

とした仕事上の組織の不在、労働者が長期間在籍しないと言った差別などの理由が考えられる。、

職業安定所を訪れるこれらの雇用者のありのままの推薦の犠牲となって、これらの企業から解雇

された後に労働者たちは‘ブラック’企業にいたことに甘んじることになるのである。 

 

外国人労働者の再教育と雇用を目的とした人材開発のためにカザフスタン製品優遇策の構想

によって考案された対策：  

- 外国人労働者を雇用する企業の義務を法的に定め、外国の従業員を地元の人材に徐々に置き

換えることができるようにする教育機関による専門家を準備する規則のための法令を用意し、

地元の人材の専門技術を継続的に向上させるシステムを導入し、また、役職と質が同等である

地元の労働者と外国人労働者に同じ賃金を支払うこと。 

- 外国人労働者を呼び寄せる一様な方針を確認し、外国人スタッフの雇用許可を取得する透明

性の高い公開されたプロセスを作り、投資プロジェクトの規模や条件そして製造現場の地域的

所在を考慮に入れた労働市場の要求に応じた外国人労働者誘致の割り当て量について相互に

結びついて指標を設定することが必要である。 

- 外国人労働力の誘致と地元人材による代替をさせるための計画を雇用者ができるように、暦

年の年初に許可与えること。 

(КС 構想からの要約) 

  

14-6 外国人従業員の労働許可 

 

主要な法規：人民雇用法（the Law on Employment of the Population）, 2001年1月23日付で改訂; 

カザフスタン共和国の中に外国人労働力を呼寄せる許可の雇用者への発行割当て、条件、および

手順を決定する法律（the Rules On determining the Quota, Conditions and Procedures of 

Issuing to Employers of Permits to Attract Foreign Labor Force into the Republic of 

Kazakhstan）, 2007年12月19日付でカザフスタン政令によって承認された (2008年6月1日から法

の施行された) (外国人労働力雇用法：Rules of Hiring Foreign Labor Force)  

 

以下に対しては許可を必要としない。 

・ 外国法人の本店あるいは代理店と支店 

・ 期間が1暦年以内に60暦日を超えない出張中の従業員 

・外国法人の支店や代理店であるカザフスタン法人に、契約に従って60暦日を超える期間勤務

した従業員 

・ 外国法人の支店や代理店であるカザフスタン法人に、契約に従って60暦日を超え、180日未

満の期間勤務していた外国人従業員であり、(1) 同じ期間、勤務していた外国法人に専門技

能の職業訓練、再教育、および改良のためにカザフスタン職員と同じ人数が勤務しているか、

(2) カザフスタン職員を外国法人本国の教育機関に同人数派遣している。 

・ 5000万 US$ 以上の総投資額の契約をカザフスタン政府と締結した会社の社長、および投資の

下で認可組織と締結した契約の下において優先的な種類の活動の中で投資活動を実行した

カザフスタン法人の社長。 
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以下の分類の従業員に対しては許可が発行される。 

・第一分類 – 該当領域の高等教育を受け少なくとも5年間管理職の立場の職歴を持つ経営幹部 

・第二分類 – 資格条件を満たす幹部と専門職(高等教育を受けた専門家)  

・第三分類 - 職業訓練と職歴の条件を満たす労働者 

・第四分類 – 季節農業労働者 

 

雇用者は許可を受けるために認可機関に以下の文書を提出する。 

1. 該当する有資格外国人労働者の人数と部類を記述した申請書 

2. 資格証明 

3. 必要とされる海外経験、外国語と国際レベルの知識の証明 

4. 認可機関の該当地域データベースから空席のポスト募集があることを記載したもので、申請

書の提出日から一か月以上経過していないもの 

5. 認可機関に申請書を提出する前の１か月以上３か月以内に、雇用者によって告知された資格

条件の指定とともに応募可能な空席ポストの告知が掲載されている共和国および該当地域の

定期刊行物の原本 

6. 中央行政当局のウェブサイトを通じた労働市場に関する共和国データベースでの検索結果 

7. 以前に受けた許可の際に設定された特別履行条件に関する情報（当時のもの） 

8. 空席のポストについて、カザフスタン市民に対する雇用者の正当な拒否 

9. 当該外国人労働者の具体的人数 

 

認可機関は表示された日付から10営業日以内に雇用者によって提出された文書を検討し、外国

人労働者の誘致への許可発行委員会の勧告の下で許可の発行決定がなされる。 

許可を得た雇用者はカザフスタンの法律に従って外国人労働者と労働契約を締結する。 

さらに許可の受領日からの3か月までに、雇用者は以下の文書を同封して、認可機関に当該外国人

労働者リストを提出するる 

・署名された個々の雇用契約のコピー 

・該当する教育の公的証明のコピー 

・個々の被雇用者の該当する資格による職歴証明書 

・労働許可証が失効した外国人従業員のカザフスタンからの出国を保証する文書 

 

許可の発行時に、外国人労働者が労働市場において要求される専門分野に関するカザフスタン

市民の職業訓練または再教育について、上述の協力項目に基づいて認可機関は雇用者に特別条件

を設ける；カザフスタン市民による外国人労働者の置換え；仕事量が増えた場合にカザフスタン

市民のための追加的職位の創設を行う。このような条件に基づく仕事量は、雇用者によって誘致

された外国人労働者の人数によって決まる。この条件は50％以上の海外株主を持つカザフスタン

法人の 高経営者の地位にある外国人労働者雇用者には及ばない。 

労働市場において募集があった場合、認可機関は雇用者と共に、空席のポストに応募したカザ

フスタン人を考慮する。 

カザフスタンの専門知識と技能が不十分であることによって、雇用者によって拒絶された場合

は、外国人労働者への許可は、職業訓練、再教育、および雇用者が指定した専門分野に対するカ

ザフスタン市民の能力向上ために必要である期間だけ発行される。 
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許可は以下の場合においては発行されない。 

・ 提示書類の不備 

・ 以前に与えられていた許可における特別履行条件の不履行 

・ 割り当て超過 

・ 要求されている分類と資格に関する外国人労働者の不一致 

・ 国内の労働市場に該当する応募が存在 

・ 雇用者による許可のない他の外国人労働者の誘致。この場合、そのような事実が立証され

た日付から1労働年内に許可は発行されない。 

 

許可証は、1年の期間、特定の人に(職位に応じて)発行される。外国人労働許可証の発行手続き

は、平均で1～2か月かかる。 

 

労働許可証は、毎年カザフスタン政府が設定した外国人労働者割当て(2000年に初めて導入され

た)の範囲で発行される。それは労働市場のその時点の状況に影響される。割当ては過去数年の間

に増大していた。2006年には、前年に比べてかなり増大した。2006年には カザフスタンの労働

力人口の0.32％から0.55％へと増加し、これは約43,850人に相当する。 

2009年には、その年の割当てはこの国の労働人口の0.75％に固定されており、以下の通りである。 

・ 第一および第二分類 (企業経営レベル、上級・二次的専門教育を受けた専門職) – 0.35％ 

・ 第三分部類 (資格のある労働者) – 0.35％; 

・ 第四分類 (農業活動に従事する労働者) – 0.05％. 
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15 政治システムと官庁 

カザフスタンは大統領制共和国である。議会は下院と上院の2院制となっている。各地方では、

地域議会(maslikhat)が機能している。 

政党システムは形成されている過程であり、主要な政党として Nur-Otan がある。他の政党と

しては、Nagyz Akzhol、共産党、および全国社会民主党がある。ナザルバエフ大統領は、予党

Nur Otan に政府と国内企業の管理機能を与えることによってその重要性を高めようとしている。 

行政権は共和国省庁と地元行政当局により形成されている。 

 

15-1 国家当局の効率と投資格付け 

カザフスタンは比較的大胆に、そして効果的に市場転換と経済自由化を行った。90年代の初頭

と比べた場合、改革の明らかな成功を示すことができる。ロシアと異なり、カザフスタンはより

早く市場経済体質を受け入れ、より上手く税金、年金、および他の改革を実行してきた。2008年

の経済開放性の指標は82.6％であった。カザフスタンへの海外直接投資の流入が見られる。輸出

と海外からの投資への高い依存によって、国家機関は投資環境と、国際水準に一致した効率、お

よび経営の透明性について高いレベルを有している。しかし、経済の発展に比べて、改善が必要

な組織上の問題はまだ存在する。 

近の特徴は、改革の遅延と、製造業に有利な、増大する税負担が転化されている原料採掘に

関連する基礎産業などの経済分野において、国家の存在感の強化である。カザフスタンの改革方

針は、‘経済問題が 初で、政治的な問題はその次’としていたが、‘国家による管理は先ず政治

の分野で、経済はその後’の方針に変わってきている。 

 

カザフスタン国立銀行によると、1994年から2009年9月30日までに1,369億 US$の外国からの投

資がカザフスタンにもたらされた。2007年（120億 US$）と比べ、2008年は FDI の削減（106

億 US$）にもかかわらず、2000-2009年の間安定している。2009年の9か月間において、FDI フ

ローは146億 US$で、2008年の同期（153億 US$）比5％減少している。FDI の削減は、投資活

動の一般的な減少によるものである。FDI 構成として、2009年9か月間の基本的なシェアは伝統

的な国々で占められており、オランダ（41.85億 US$）、アメリカ合衆国（15.49億 US$）、フラ

ンス（8.58億 US$）、中国（5.05億 US$）、イギリス（6.93億 US$）、ロシア（4.18億 USD$）で

あった。 

 

15-2 国際機関による投資環境の評価 

2009年の投資環境の指標は、2008年に比べて根本的な変化はなかった。2009年に、世界経済フォ

ーラム(WEF)で定義された競争力の指標では、順位を１つ下げ、67位となった。 

5年間の合計では、WEF 指標において順位を16下げている。 

なお、ナザルバエフ大統領は数年前、50の先進国に入るという目標を設定したが、 大の問題

点は基本的な要因に関連している。すなわち、政治諸機関の後進性、意志決定プロセスの不透明

性、国家組織の脆弱な説明責任と効率、低い労働者の質、違法行為、人的資源とインフラへの弱

い投資などである。 

 

世界銀行による国家政府の質の指標によると、成長の傾向は政治的安定性の指標においてのみ

見られる。Economist Intelligence Unit の政治的安定性のランキングの中で、経済と政治改革の
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実行の観点で、カザフスタンの評価は10倍低下した。Freedom House による過渡期的国家ランキ

ングの中で、カザフスタンは長年にわたって独裁主義国として分類され、国家構造と選挙に関す

る民主度指標は 低レベル（7ポイント中6.75）になっている。政府の質を評価する報告の大多数

には、楽天的な変化は全くみられない。カザフスタンは、Legatum による繁栄(民主主義体制の

評価)に関するランキングの中で104か国中76位であり、2008年に比べて20位下がった。 

政治に関する調査の大多数は、未だに汚職撲滅が困難な状況を示している。従って、繁栄に関

する Legatum 指標での低いランクは権力構造における汚職について物語っている。国家政府の

質に関する世界銀行の調査も、汚職の取締りが緩いものであることを示している。 

しかしながら、Transparency International による汚発覚ランキングは、15の基準の点でわずか

な改善を認めている（180の国の中における120位の位置では、改善が有ったとはほとんど考慮さ

れない）。 

 

2009年の経済的要因の順位は悪化している。カザフスタンは労働市場のパラメータのみ50位以

内に入っているが、高等教育の評価基準(主に量的な統計資料に基づいて評価される、59位)、マ

クロ経済の安定性(59位)、および技術上の対応力(69位)は、同じ順位のままである。一方、一次産

品市場(84位)と金融(111位)は急激な下落を示した(世界危機の影響による)。 

金融発展に関する WEF 指標では、主要指標は変化がないか、あるいは若干の変化にとどまっ

た。調査対象国55か国の中で47位(2008年より2位下がった)であるということは、財政の安定性や

金融市場の発展の点で国家による積極的な関与にも拘わらず、これらの指標が悪化した証左であ

る。経済の開放性に関する WEF 指標によると、対外経済条件の効率化は、行政管理と輸出入手

続に関する指標が低かったため、21ポイント(121か国中の93位)下がった。 

カザフスタンは商取引の簡素化の点で少し順位を改善した。世界銀行ランキングの中で、2009年

にカザフスタンは１ポイントの上昇が見られ、2008年には一挙に10ポイント上昇したことを考え

るなら著しい成長が見られたと言える。ソビエト後の諸国中、カザフスタンは労働者の雇用と解

雇のシステムの改善、事業の清算、税金の支払い、および契約の執行を上手く行った。 

税法の改正は好意的に評価され、Heritaga Fund は金融の自由度を2008年に比べて2.7ポイント

上昇させた。 

 

Forbes によるビジネスの自由度ランキングでは、カザフスタンは2ポイント下がり127国中71

位となった。 

 

環境条件は、環境の質に関する指標を持って調査を行っているエール大学とコロンビア大学の

研究者の不安をもたらし、カザフスタンは CIS 国中で 低の評価を受け、149か国中106位であっ

た。 

気候条件、生態系の多様性、水資源の質は不安を覚える要因となった。 

 

Dutch fund によって作成された社会の安定性ランキングでは、天然資源使用の指標は、採掘に

よる大きな枯渇を反映して、 も低い。 

 

税制上の魅力度の比較は以下のようにも示されている。 
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   カザフスタン ロシア ブラジル インド 中国 
アメリカ

合衆国 

ビジネスの簡単さ (一般) 63 120 129 133 89 4 

ビジネスの開放性 82 106 126 169 151 8 

建築許可獲得 143 182 113 175 180 25 

雇用 38 109 138 104 140 1 

主要制限 31 45 120 93 32 12 

クレジットの受け取り 43 87 87 30 61 4 

投資家の保護 57 93 73 41 93 5 

税金の支払い 52 103 150 169 130 61 

国際貿易取引 182 162 100 94 44 18 

契約事項の実行 34 19 100 182 18 8 

ビジネスの閉鎖性 54 92 131 138 65 15 

出典：世界銀行. 

 

15-3 大統領 

大統領は国家元首かつ 高司令官であり、国内外の政策についての 高責任を負っている。憲

法上の幅広い権力を持っており、大統領令（法的強制を有することがある）を発し、憲法改正を

提案し、議会を解散し、法案拒否権を持ち、政府の任命と解散を行い、地方自治体の首長を指名

をする。 

大統領は、1995年の憲法により5年の任期(2007年6月まで期間は7年だった)で選出され、第2期

に再選されることもできる(同一人物は続けて2回以上は再選されないかもしれない)。 

 

ナザルバエフ(N. Nazarbaev)は実質的にソ連時代以後の唯一のリーダーであり、もともとは独

立後に国を強固に支配した共産党エリートである。大きな人気を有し、高い権威を持っている。

彼は、加速された近代化、国益の保護、福祉の発展、社会的・国際的な安定性の維持において特

に新しい政策を個人的に具現化している。Nazarbaev の誘導の下で、カザフスタンはソ連崩壊の

直後に同国の状況から見て国家建設と国家経済の発展の点でおいて大きな成功を収めた。大統領

は常に新しい野心的なアイディア、戦略、および開発計画を主導している。彼の夢は、カザフス

タンをアジアの「虎」に相通ずる中央アジアの「豹」に変容させ、50の先進国の仲間入りをさせ

ることである。  

 

ほぼ20年の統治の間に、民主国家としての特性は、権力と管理のすべての原理を含めてすべて

形成されており、選挙が実施され、野党も存在する。部族間、諸集団間、個人間の利益のバラン

スを見つけ出す大統領の才能は、カザフスタンを旧ソ連地域における も安定した国家の一つと

してきた。 

偶然ではないが、Nazarbaev は、様々なエリートと部族の影響をバランスさせるため、首都を

国の南から中央へ移転した。また、権力の中における派閥、そして議会と政府を含めたすべての

統治機構は忠実であり、特に国家権威醸成の点で東洋的伝統を伴っている。 

 

国際社会では、Nazarbaev 大統領は、多極化の流れの中でバランスの取れた方針を追求しよう

としている。経済協力の分野では、東西両側の全ての先進国の投資家を惹きつける輸出輸送(まず
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第一に石油)に関するロシアへの依存を下げる意欲を表明している。 

経済関係はアメリカとヨーロッパの多国籍企業によって独立後の数年に急速に発展し、 近、

中国と韓国がカザフスタンで活動を増やし始めている。 

Nazarbaev の人柄が大投資家を同国に呼び込んだことから見て、地下資源使用を含む経済領域

におけるすべての重要な戦略上の決定は、彼自身の関りとしては小さなものだが、彼の個人的な

イニシアティブとしては大きなものである。 

同時に、Nazarbaev はいわゆる《ユーロアジア統合》の支持者である。2010年のカザフスタン、

ロシア、およびベラルーシの関税同盟の創設は、この方向性における重要なステップの1つとなっ

た。 

 

Nazarbaev は事実上、権力によって留まるためのあらゆる法的可能性を行使した。そして、彼

が一生涯権力に留まることを可能にするために用意される「国父」という特別な地位を与えられ

るであろうことは極めてありえることである。 

 

 

 

 

Nursultan Abishevich NAZARBAYEV 

 

1940年7月6日、Almaty region の Kaskelen District の Chemolgan 

村で生まれる。1967年、Karaganada Metallurgic WorksのHighest 

Technical Educational Institution を卒業する。  

彼は経済学博士であり、National Academy of the Republic of 

Kazakhstan の 学 会 員 で あ る 。 International Academy of 

Engineering, Russian Federation Academy of Social Science, the 

Al-Farabi Kazakh State National University の名誉教授, the 

Academy of Science of the Republic of Belarus の名誉会員, the 

Lomonosov Moscow State University の名誉教授である。 

1960 – 1969年 - Karaganda Metallurgical Works.  

1969 – 1973年 - Karaganda region の において共産党活動およ

び Komsomol 活動を行う。1973 – 1977年 - the Karaganda 

Metallurgic Works における政党委員会秘書。1977 – 1979年 – 

Karaganda の地域政党委員会の秘書、その後第二秘書。 

 

なお、1979年以降の経歴は以下の通り。 

1979 – 1984年 - カザフスタンの共産党委員会の秘書。 

1984 – 1989年 - カザフソビエト社会主義共和国の欧州共同体閣僚理事会の会長。 

1989 – 1991年 - カザフスタンの共産党の中央委員会の第一書記。 

1990年2月–4月 同時に、カザフソビエト社会主義共和国の 高評議会の会長として勤務。 

1990年4月以来 – カザフスタン共和国大統領。1991年12月1日に、 初の全国的な大統領選挙が開

かれ、Nazarbayev は有権者の98.7％の支持を受けた。1995年4月29日に、大統

領の権力は国民投票の結果として2000年まで延長した。1999年1月10日に、カザ

フスタン大統領として選出されたが、対立候補の要因により有権者の79.78％の

支持率であった。2005年12月4日に、再度、カザフスタン大統領として選出され、
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有権者91.15％の支持を受けた。 

カザフスタン人民集会の会長。カザフスタンの軍隊長の中の 高指令官。カザ

フ人の世界協会の会長。 

Nazarbayev は Sara Alpysovna と結婚している。彼女は‘Bobek’国際子供慈善資金を統轄し

ている。また、３人の娘をもっている。Dariga は政治学博士である。Dinara は Nursultan 

Nazarbayev 教育基金を統轄している。Aliya は、Elitstroy 建設会社を統轄しているビジネス・ウ

ーマンである。 
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15-4 議会 

憲法によると、議会は、立法上の機能を遂行するカザフスタンで 高位の代表者団体である。

カザフスタンの立法上のシステムを常に変えていくために、議会では法律を詳しく述べ、採用す

る。 

 

議会は2院からなる：Senate (上院, 任期6年)と Mazhlis (下院, 任期5年)であり、Senate は次の

ように構成されている。(1) それぞれの地域から、主要な都市から、そして首都から選出された

2人の上院議員と、(2) 15人の上院議員が大統領によって任命される。また、Mazhlis は107人のメ

ンバーからなる。そのうちの98人は政党リストに基づき選出され、9人はカザフスタンの人々の集

会（Assembly of People of Kazakhstan）によって選出される。 

 

15-4-1 SENATE  

Senate は、カザフスタン共和国における重要な地域、都市および首都のすべての代表者団体の

代議士のジョイント・セッションで、カザフスタンの各地域、都市、および首都から選ばれた

32人の代議士によって設立されている。Senate の7人の代議士が大統領によって任命される。従

って、上院には39人の代議士がいる。 

 

上院の排他的な権力:  

• 大統領の発表によって、 高裁判所の所長と裁判官の選出と交替を行う 

• 大統領による大蔵省法務局長と国家安全保障局長（Procurator General and National security 

Head）の任命に同意を与える 

• 大蔵省法務局長、 高裁判所所長と裁判官の特権を奪う  

• 地元の代表者団体の権限の早期終了を決定する  

• Majilis によって起こされた大統領の弾劾を考慮し、考慮の結果を両院のジョイント・セッショ

ンに提出する 

 

 

Senate 議長 - Kasym-Zhomart Kemelevich TOKAEV 

K. Tokaev は1953年5月17日に生まれる。モスクワ州立大学を卒業し、国

際 関 係 を 専 攻 （ the Moscow State University of International 

Relations）、 北京言語研究所（Beijing Linguistic Institute (PRC)）、ロシ

ア連邦の外務省の外交学術団体（Diplomatic Academy of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Russian Federation）。英語、中国語、フランス語

を話す。 

彼の外交のランクは特命全権大使（Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary）である。彼はソ連外務省、外国の代理事務所で勤務し

ていた。 

1992年から、彼は副大臣、カザフスタン共和国の 初の外務副大臣とし

て勤務していた。1994年10月に、カザフスタンの外務大臣に任命された。

1999年3月から、彼は副総理大臣と同時に外務大臣として勤務していた。

1999年10月～January 2002年1月 -総理大臣。January 2002年1月～2003年

6月 - 国家秘書と外務大臣。2003年6月～2007年1月 - 外務大臣。2007年

1月、彼は3番目の議会の Senate 議長に選ばれた。 



－116－ 

15-4-2 MAJILIS  

Majilis の代議士は、直接選挙、平等選挙、および普通選挙の原則に基づいて、無記名投票で選

ばれる。議会の下院には77人の代議士がいる。 

Majilis の10人の代議士は、比例システムで単一の全国区によって選ばれ、残りの67人の代議士

は、国の行政的・領土的区分に従って、単一候補の地域選挙区によって選ばれる。 

  

 

Majilis 議長 - MUHAMEDZHANOV Ural B. 

1948年11月11日生まれ。ソビエト連邦協力貿易のノボシビルスク研究所

（the Novosibirsk Institute of Soviet Cooperate Trade）卒業、会計士エ

コノミスト; Almaty の高等党派学校（High Party School of Almaty）。

終的な地位: Majilisの第 III集会の代議士。Elected Head of majilis on 2nd 

September 2007年9月2日、majilis の議長に選ばれる。 

 

Majilis には以下の委員会がある: 

・ 農地問題に関して 

・ 立法と司法-法律改革に関して 

・ 国際問題、防衛と安全に関して 

・ エコロジーと野生生物の管理に関して 

・ 財政と予算に関して 

・ 経済改革と地域開発に関して 

 

下院の排他的な権力:  

• 法律の草案を考慮する。共和国予算、その実行、および修正、税金の設定と義務を議論する。

カザフスタンの国際協定を批准し、弾劾する。政府への信任投票は無い。大逆罪を持つ大統

領に対する告訴。国家元首からの発表による地位への任命と解雇。選挙委員会。2人の代議士

を公正資格評議会（Qualification Board of Justice）に派遣する。 
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出典：Agency BRIF Central Asia. 

 

15-5 司法権 

司法制度は3つの段階を持っている： 

高裁判所、地元の地方裁判所(領域の特質を持つ

大都市を含める)、そして地元の都市裁判所と地区

裁判所。 

地区(都市)裁判所はほとんどの訴訟を求める 初

の訴えの法廷であり、ほとんどの訴訟を聞き入れ

る。 

民事経済論争は、主題に関わらず民事的手順で解

決される。法廷は判決、判決文、決定、および命

令という形で司法行為をとる。  

 

高裁判所は、刑事と民事(商業を含む)訴訟のため

の 上位の上訴法廷である。 高裁判所は司法の

実行の明確化を提供する。 

カザフスタンの司法制度  

高裁判所 

地元および他の裁判所 

地方裁判所と裁判所に相当するもの 

地区裁判所と裁判所に相当するもの 

地方裁判所 

Astana 市裁判所 

Almaty 市裁判所 

カザフスタン共和国の軍事裁判所 

Almaty の専門的な財政裁判所 

地区裁判所 

都市裁判所 

軍事裁判所守備隊 

専門的な相互地区経済裁判所 

専門的な相互地区行政裁判所 
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高裁判所長官 - Mussabek T. ALIMBEKOV  

Born 4 January 1954年1月4日、Zhambyl region で生まれる。 

1981年 - カザフ国立大学の法学部（the Law Faculty of the Kazakh 

State University）卒業。 

2009年 – カザフスタン 高裁判所長官。2006-2009年 - カザフスタン

高裁判所民事訴訟協議会議長。2001-2006年 - Almaty 市裁判所長官。

1999-2001年 - Zhambyl 地方裁判所長官。1996-1999年 – 南カザフスタ

ン地方裁判所長官。1992-1996年 - 地方司法省長官。 1987-1992年 - 

Judge, Deputy Chairman, Zhambyl 地方裁判所裁判官、副長官。

1982-1987年 - Zhambyl 市中央地方裁判所裁判官。1981-1982年 - Intern, 

Zhambyl 地方裁判所インターン。 
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15-6 政府 

政府は大統領によって任命され総理大臣によって率いられる。それは17の省と8つの庁から成

り立つ。大統領による任命に先がけて、首相の候補者は議会の大多数により承認される。内閣は

首相によって提案された候補者から大統領によって任命される。 

 

主要な国家組織と公共組織 

大統領  www.akorda.kz 

議会  www.parlam.kz 

高裁判所 www.supcourt.kz 

カザフスタン共和国国立銀

行 

www.nationalbank.kz

カザフスタン共和国政府 www.government.kz 

首相官邸 www.government.kz 

省庁   

産業新技術省 www.mit.kz 

外務省  www.mfa.kz 

環境保護省 www.eco.gov.kz 

運輸通信省  www.mtk.kz 

国民労働社会保護省  www.enbek.kz 

大蔵省 www.minfin.kz 

経済発展貿易省  www.minplan.kz 

石油・ガス省  www.memr.gov.kz 

緊急事態省 www.emer.kz 

健康省 www.mz.gov.kz 

内政省 www.mvd.kz 

土地資源管理庁 www.auzr.kz/ 

自然独占規制庁 www.regulator.kz 

競争保護庁(独占禁止庁) www.azkrk.kz 

金融市場と財政組織の規制

と監視庁 

www.afn.kz 

統計庁 www.stat.kz 

土地資源庁 www.auzr.kz  

環境保護省の環境規制と管

理委員会  

www.ecokomitet.kz/

産業新技術省の産業科学技

術開発委員会  

www.nit.kz/kpntr/ 

産業新技術省の技術規制計

測委員会  

www.memst.kz 

産業新技術省の地質学地下

資源使用委員会  

www.geology.kz 

開発の研究機関  

JSC "カザフスタン開発銀行" www.kdb.kz 

JSC "カザフスタン投資基金" www.ifk.kz 

JSC "カザフスタンの革新基

金" 

www.nif.kz 

JSC "工学・技術移転センタ

ー" 

www.t2.kz 

JSC "中小企業育成資金" www.frmp.kz 

政府は執行権を行使し、執行機関のシ

ステムを率いて、それらの活動の誘導

を提供する。  

 

政府の内閣 

総理大臣は大統領による考慮のために

政府の構造を提出する。 

構造： 総理大臣、副総理大臣、および

各省の長官 政府の主要な権力:  

- 国家社会経済方針、防衛、安全保障、

および公的秩序の保証における創造と

実行 

- 予算実行を保証している Majilis に

よる考慮のための国家予算とその実行

報告書の提出。 

- 議会への法案の提出、法律執行の保

証。 

- 省、国家委員会、中央および地方の

執行機関の管理活動。 

 

 

権力の終了 

政府は国家元首が新たに選出される

と、それに伴いその選出前にその権力

を放棄させられる。新しく選ばれた

Majilis の面前において、総理大臣は政

府に信頼に関する質問を上げる。もし

Majilis が政府を信頼するなら、政府は

その義務を継続するが、もしもそうで

ないなら、政府は大統領によって支持

されない。 

Majilis または議会が政府を信任しな

いなら、政府はその辞任を大統領に報

告する。大統領は、政府の辞任を採用

するか、拒否するかを10日以内に考慮

する。辞任の採用は、すべての政府の
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JSC "輸出信用と投資の保険

に関する国家保険会社" 

www.kecic.kz 

カザフスタン投資支援セン

ター"Kazinvest" 

www.kazinvest.kz 

JSC "市場分析研究センター" www.cmar.kz 

 

公共性と透明性を追求しているすべての国家組織と公

共祖組織は、カザフ語、ロシア語、および英語のウェブ

サイトを持っている。英語の情報はより一般的な内容で

更新頻度は低いが、ロシア語における情報は豊富で、頻

繁に更新される。法律と基準を定める法令の英語テキス

トは無いが、ロシア語の法律的なテキストは与えられて

いる。 

 

権限あるいはそれに相当する議員の終

了を意味している。総理大臣の辞任の

採用は内閣全体の辞任を意味してい

る。その辞任が拒否された場合には、

政府は、大統領によって、その義務を

果たすことが指示される。大統領は、

政府の権限を終了させるか、そのメン

バーのどれからでもそれらの地位から

解任させることができる権限を与えら

れている。 

 

首相  

 Karim K. MASSIMOV  

1965年生まれ。Beijing Language and Culture University、Law School of 

Wuhan University、Kazakh State Academy of Management を卒業。国

際法、経済学の学位を取得。英語、中国語、アラビア語に堪能。 

カザフスタン共和国対外経済関係省シニアエコノミストとしてキャリアを

積み、後にカザフスタン対外経済関係省の駐中国代表事務所ウルムチ事務

所のシニアスペシャリスト、カザフ商社の香港事務所取締役、Almaty 

Trade and Finance Bank 会長、People’s Savings Bank of Kazakhstan 会

長を歴任。交通通信相、副首相、カザフスタン大統領補佐官に指名される。

2006年1月から副首相。2006年4月から副首相兼経済予算計画相。2007年1月

から首相。 

 

 

 

第一副首相 - Umirzak SHUKEEV 

1964年生まれ。Graduated from the Moscow Economy and Statistics 

Institute 経済学数学的方法論専攻で卒業 (1986)。経済学博士。Almaty の

複数の研究機関でリサーチフェローを務める。大統領のもとで 高経済評

議会コンサルタント、大統領経済問題顧問、大統領府・内閣の人口部にお

いて財務、労働、社会保護の副責任者などを歴任。1993-1995年、deputy head 

of administration of South Kazakhstan 地域の行政副責任者。1995年、経

済相。1998年、大統領府副長官。1998年8月以降、Kostanai 州知事、Astana

市長、South Kazakhstan 州知事。 大統領 高経済評議会委員(1997年)、

カザフスタン国家持続可能発展評議会委員(1997–1998年)、Kazakhoil CJSC 

監査役会長(1997年3-12月)を務める。2004年 Astana 市長。2006年 South 

Kazakhstan 州知事。2007年8月から副首相。 
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副首相 

YERBOL T. ORYNBAYEV 

1971年生まれ。Moscow State University 卒業。弁護士。 

Shimkent の Ak-Bastau Banke で専門家として経験を積み、後に Moscow 

Joint Stock Commercial Bank “Futures”で副会長を務める。 

1996年1月から1997年12月まで South-Kazakhstan 州副知事、カザフスタン

共和国戦略計画庁長官、大統領府社会経済部副部長、カザフスタン公務員

庁部長を歴任。 

2002年9月から2003年8月まで経済予算計画省副大臣、2004年4月から2007年

1月まで大統領府副長官。 

 副首相 兼産業新技術相 

Aset O. ISSEKESHEV 

(以下の産業新技術省を参照) 

 

首相府 氏名 電話番号 

首相府長官 Gabidolla R. Abdrakhimov 74-50-01 

副長官  Azamat B. Ibrayev 74-50-22 

副長官   Tatiana A. Voroshilova 74-50-17 

副長官  - 上院政府代表  Dauren A. Toleukhanov 74-50-15 

副長官  - 下院政府代表  Erlan Zh. Koshanov 74-50-19 

副長官   Erzhan Zh. Babakumarov 74-58-50 

首相府報道官 Ms. Ainagul E. Shakirova 74-52-70 

法務部長 Zhanna D. Egimbayeva 74-53-24 

地域開発部長 Sailaukhan G. Raimbekov 74-51-29 

経済部長 Natalia L. Kotenko 74-53-29 

産業問題・インフラ部長 Serik K. Aidarbekov 74-52-22 

対外関係部長 Anuar S. Omarkhodzhayev 74-52-86 

情報分析センター長 Ayan T. Turlybekov 74-56-59 
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15-7 石油・天然ガス省 

 石油・天然ガス省は、これまで地下資源利用の規制と管理に主な役割を果たしていたエネルギ

ー・鉱物資源省をベースに2010年3月12日に設立された。産業貿易省に代わって設立された産業新

技術省に、地下固体鉱物利用、採鉱、従来型発電、原子力発電が移管される。 

 

The structure of the Ministry of Energy and Mineral Resources 

  phone 

大臣 Mynbayev Sauat  97-68-01

副大臣 Кiinov Lyazzat K. 97-68-05

副大臣 Тurganov Duisenbai N. 97-68-07

副大臣 Аkchulakov Bolat U. 97-69-69

事務局長 Safinov Kanatbek B. 97-68-03

大臣秘書 Smailova Maigul A. 97-68-01

大臣顧問 Khasanov Aidar I. 97-68-32 

所在地: Kazakhstan, 000001, Astana, 

prospekt Kabanbai Batyra, 22. 

Tel.: 8 (7172) 97-69-31, 97-68-90, 

97-68-89; ホットライン 8 (7172) 

97-68-88;  

報道担当  8 (7172) 97-68-83, E-mail: 

ayan@memr.kz 

 

 

 

省内各部 

職務 氏名 電話番号 

戦略計画・部署間調整部  

部長  Kenzhetaev Anuar A. 97-68-84 

副部長  Baekina Aikeri Botievna 97-68-85 

副部長 Abdullaeva Zhanar O. 97-68-86 

標準起草・法的措置課長 Baramusova Gaziza A. 97-68-11 

地下資源利用直接投資部 

部長 Kunkaev Sayakhat A. 97-69-88 

副部長  Aldashev Rustem A. 97-68-60 

副部長  Ismagulov Dauletbai U. 97-69-74 

入札手配・直接交渉課長  Esenkov Naiman E. 97-68-66 

契約課長 Toleuov Beibit 97-68-57 

契約義務執行課長  Ongarbaev Murbulat Z. 97-69-84 

標準専門・法的措置課長  Boranbai Kumusai 97-68-98 

予算・財務手配・国家調達部  

部長 Kasymova Tatiyana S. 97-69-39 

副部長 Tyan-Yu-Chan Ludmila V. 97-69-06 

予算計画課長 Filatova Tatiyana V. 97-69-56 

調整・国家調達管理課長  Satabaeva Gulnar V. 97-69-08 

国際協力部 

部長 Balazhanova Aida Edilovna 97-69-90 

二国間・多国間協力課長  Imandosov Zhasaral M. 97-69-55 
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エネルギー・鉱物資源相 

MYNBAYEV Sauat  

1962年生まれ。1985年、Moscow State University を経済学・人工頭脳学

専攻で卒業。経済学博士。学位取得後、旧ソ連カザフ Alma-Ata Institute of 

National Economy 講師。1991-1992年、 国家建築交流“Kazakhstan”を

主宰する。1992-1995年、“Kazkommertsbank”の第一副会長。1995年から

財務副大臣、国庫責任者、財務省第一副大臣。1998年に 大統領令で財務相

に指名される。1999年、大統領府副長官。1999-2001年、農業相。2001年、

Development Bank of Kazakhstan 頭取。2002-2003年、Caspian Industrial 

Financial Group Ltd 高責任者。2003年6月、副首相。2004年、副首相兼

産業貿易相。2006年2月、State Assets “Samruk”持株会社 高責任者. 2007

年8月、カザフスタンエネルギー・鉱物資源相。 

 

総書記 

SAFINOV Kanatbek B. 

1962年3月Zhambyl 地域生まれ。 

1985年、Kazakh State University卒業。1986-1992年、Institute of state and 

right of Academy of sciences of Kazakhstan, Almatyで研究生、研究員。

1992-1994 年、商社«Kazakhstan Service» 高責任者補佐。対外経済関係

省。1994-1996年、産業貿易省オーストリアエッセン代表事務所補佐。

1996-1997年、国営航空会社National Airline Kazakhstan Ауе Zholy.副

社長。1997-1999年、首相府法務部長。1999-2002年、首相府立法・防衛・

法律・秩序部長。2002年、JSC KazTransOil総裁補佐。2002-2006年、JSC 

KazMunajGaz.運営責任者。2006-2008年、JSC Holding Samruk運営責任者。

2008-2009年、JSC FNW Samruk-Kazyna運営責任者兼取締役。2009年か

らエネルギー・鉱物資源省総書記。 

 

副大臣 

KIINOV Lyazzat Ketebayevich 

1949年生まれ。1971年、Kazakh polytechnic institute を地質学および石油・

天然ガス田探査専攻で卒業。1971年、 Zhetybaineft 石油・天然ガス採掘担

当者、実験室分析責任者。1977-1993年、 - instructor of industrial and 

transport section of Mangystau 州 Shevchenko 町共産党委員会産業・運

輸部門講師、 Mangyshlakneftepromchem 領土運営部主任技師、

Karazhanbas 石油可採量増産および Karazhanbastermneft 大修理部責任

者、Komsomolskneft 責任者、Mangyshlakneft 運営部責任者。1993年から

Mangystau 地域行政責任者。1995年からカザフスタン石油・天然ガス産業

省副大臣。1997-1999年、Caspian pipeline consortium 副総裁。1999年から

Mangystau 州知事。2002年2月から CJSC 国営企業 KazMunaiGas 社長。
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副大臣 

ТURGANOV Duisenbai N. 

1952年3月8日 Guriev 州 (Atyray)Baichunas 村生まれ。1981年 Power 

Engineering Institute in Almaty city を発電所専攻で卒業。 1981年、

Krakatau 発電所電力供給部で電気技師・保護技師。 1982年、同電力供給

部副部長、後に部長を歴任。1990年、Krakatau 水熱供給部門責任者。1991

年4月、主任電力工学専門家。1991年 Correspondence Finance and 

Economy Institute で経済学・生産管理学の学位を取得。1993年4月、

Krakatau 町公益事業多業種連合 高責任者に指名される。1994年5月、

Krakatau 市行政副責任者、副市長。1997年5月、Zhambyl 地方 Saris 区長。

1999年2月、Astray 市長。2002年5月、LLP Caspiistroyservice 社長。2002

年11月、JSC Kegok 副社長。2007年9月11日、エネルギー・鉱物資源省副

大臣。 

 

副大臣 

MAGAUOV Aset Maratovich  

1972年生まれ。1994年、モスクワのState Academy of Oil and Gaza of 

Gubkin経済学部卒業。1994年からJSC“Tengizmunaigas”で経済部エコノ

ミスト、経済部副部長、経済分析モニタリング部副部長、国家資産管理部

副部長を歴任。2001年、 - finance and economy manager of Department 

of project of JSC ННК KazakhoilのTengizプロジェクト部財務・経済管

理者、JSC НК Transport of Oil and Gasサービスプロジェクト部副部長。

2002年、- the Deputy director in JSC“НК”KazMunajGas副責任者を経

てOpen Company“TengizShevrOil”持分管理部長。2005 - 2006年、Open 

Company“TengizShevrOil” 高責任者補佐。2006-2008年、JSC НК 

KazMunajGas運営責任者。2008年12月からエネルギー・鉱物資源省副大臣。

 

カザフスタン共和国エネルギー・鉱物資源省規則  

カザフスタン共和国政府令2004年10月28日第1105号により批准 

 

 ・ エネルギー・鉱物資源省は、原子力工学、鉱物資源、石油化学、原子力産業を含む電力工学

分野における国家の政策形成および管理プロセスの調整を行うカザフスタンの中央行政機関

である。同省の主な使命は、管轄内でカザフスタン経済の持続可能な発展を確保することで

ある。 

 ・ 同省は、法的に確立された手続の範囲内で規定通りに、省令として登録され、かつカザフス

タン共和国領土内で拘束力を発効する決定を行う。  

 ・ 同省は、法的に確立された秩序に従い、次の役割を果たす。  

1) 国家の政策形成を保証する戦略的役割  

• 原子力工学、鉱物資源、石油・天然ガス産業、石油化学、原子力産業を含む電力工学分野、

省エネおよび再生可能エネルギー・非伝統的エネルギー源の利用における国家の政策を形成

し、展開する。 

• 管轄範囲における政府計画およびその他計画を綿密に作成する。 

• 管轄範囲における産業政策実施のためのセクター別・セクター間の行動計画を展開する。  
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• 国内の燃料・エネルギー複合施設の発展計画を処理する。 

• 国内の燃料・エネルギー複合施設の発展に備える。 

• カザフスタンにおけるエネルギーの安全保障と独立を確保する。 

• カザフスタン共和国の被ばく管理を確実に行う。 

• 原料資源、鉱物の再生と資源保護を支援する。 

• 石油化学生産の複合的な発展を確実に行う。 

 

2) 国家の政策実施を支える役割 

• 電力専門家の試験実施においてその方法、手順、期限を決定する。 

• 電力企業の投資計画を批准する。 

• 資源採掘契約において国益を代表する。 

• 原子力エネルギー利用の安全状況に関する報告書をカザフスタン政府に提出する。 

• 資源採掘における外国投資・国内投資の発展について分析を行う。投資誘致・奨励に関する

世界的な実例を研究し、取りまとめる。 

• 管轄範囲内への法規適用行為について分析し、取りまとめる。管轄内における規範的な法的

行為およびその他規範的技術文書を展開し、承認する。 

• カザフスタン政府の決定に従い、同省の管轄内で運営されている法人に対して政府持ち株の

取得および管理を行う。 

• 国家予算および指示的計画の概算作成に参与する。 

• カザフスタン共和国法規の整備を含むカザフスタン投資環境改善および国際投資強力展開の

ための提言を綿密に作成する。 

• 発電複合施設の効果的な運転と改新に備える。 

• 石油・天然ガス産業、鉱物資源、石油化学、原子力産業を含む電力工学分野における国家の

政策を執行する。  

• 管轄下にあるセクターの環境的な競争力の開発を支援する。 

• 石油・天然ガス、鉱油の生産、運輸、加工を含む燃料・エネルギーバランスを発展させる。  

• 料金のコスト部分を取り決める際、使用される原料・燃料・自然独占業者の電力供給の適用

レートに同意する。 

• カザフスタンの電力系統に性属していない地域の電力卸売市場の機能や組織について特異な

点を見つける。 

• エネルギー生産機関およびエネルギー供給機関に対して、エネルギー企業の固定資産コスト

上昇に結び付かないような進行中の修理、大修理およびその他修理・更新作業に計上される

費用について作業量を承認する。電力機器の適合性およびメンテナンス条件に関する専門家

の技術委員会の決定を承認する。 

• 資源利用権を許可する鉱床および療育のリストを作成する。 

• 投資計画コンペを手配し、資源採掘権許可に関する直接交渉を行う。  

• 契約条件の交渉を行い、契約草稿の点検を行った上で、資源採掘契約を作成する。 

• 資源採掘権についての保証合意を登録する。 

• 契約の修正、一時停止、取り消しを確かに法規に合致した形で行う。 

• カザフスタンの関税自治区内外で原料加工し、輸出入される精鉱製品を監視し、技術的結論

を発効する。  

• カザフスタンの領土内において被ばく検査を手配する。  
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• カザフスタン内のウラン鉱床開発による影響を一掃する活動を企画・推進する。  

• 国内外市場の現状を調査し、輸出入構造の改善策を提案する。管轄範囲で輸出入製品の規制

を行う。 

• 管轄範囲の法整備提言を取りまとめる。 

 

3) 国家の政策執行を確実に管理する役割 

• 管轄下の国営企業に対する国家による管理を行う機関として機能する。 

• 契約義務履行や許可されたライセンス条件の履行に関する管理を含む資源に関する法規や法

的に確立された資源採掘手続の監督という側面で、行政機関や資源利用者への管理を行う。  

• カザフスタンの資源調査・採掘について確実に国の規制を実施する。  

• 管轄内に属する活動についてライセンスを発行し、ライセンス取得者によるライセンス条件

の履行を管理する。 

• 所有形態を問わず、電力工学用設備および(または)その関連部品の調達、販売、賃貸、信用管

理受け渡しを調整する。 

• 発電複合施設の運営と開発を管理する。 

• 旧 Semipalatinsk 原子力試験区域の施設を効果的に利用するための措置施行を調整する。 

• 管轄内の国営企業の活動を調整する。  

 

・同省は、法的に確立された秩序に従い、管轄範囲で、次の権利を有する。  

1) 国の機関、組織、官吏、公民に情報を要求する。  

2) 中央・地方行政機関に対し、それが可決した布告の取り消し/修正を提案する。  

4) 国際契約(合意)実施、外国の省庁や国際機関、外国法人との契約(合意)締結に向けた交渉を提

案する。 

5) カザフスタン共和国を代表して、国益にも関わる事業に従事する法人の義務でかつ資源採掘

合意に提起されている義務に保証を与えるなど。 
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15-8 地質・地下資源利用委員会 

所在地: Kazakhstan, Astana 010000, Orynbor Str., 8, Dom Ministerstv, 7th entrance, 12 F.  

tel.: 8 (7172) 74-29-04 tel/fax: 8 (7172) 74-35-40  

e-mail: ge@geology.kz Web: www.geology.kz  

各地域支部： East-Kazakhstan, West-Kazakhstan, North-Kazakhstan, Central, 

South-Kazakhstan 

 

 

 

 

委員長  

UZHKENOV Bolat 

S. 

 

tel.: 8 (7172) 742905 

ext. 2905 

e-mail: 

komgeo@geology.

kz 

 

 

 

副委員長 

SAIDYAKASOV 

Murat A. 

 

tel.: 8 (7172) 743550 

ext. 3550 

e-mail: 

geolog@geology.kz

 

副委員長 

KARIBAEV Erzhan 

G. 

 

tel.: 8 (7172) 743559 

ext. 3559 

e-mail: 

nedra@geology.kz 

 

副委員長 

KULSARIN Orazgli 

S. 

 

tel.: 8 (7172) 743353 

ext. 3353 

e-mail: 

qkz@geology.kz 

地質・地下資源利用委員会規則  

 当委員会の 重要目標は、安定したカザフスタンの鉱

物・原料資源の基盤創出にある。当委員会は、カザフス

タンの法規により授権された場合、国を代表して民法関

係における当事者として行動する権利を有し、法的に確

立された手順を経て、カザフスタン全土に拘束力を有す

る命令を発する権利を有する。  

 

管理機能 には次を含む。  

地質学調査、地下資源の合理的で複雑な利用の分野にお

ける国の政策。地下資源利用の監視。行政機関および地

下資源利用者による地下資源利用と地下資源利用の確

立された手順に関する法律の順守監視。伏流水および危

険な地質活動の監視を含む地下資源の国家による監視

に基づく、地下資源状況の監視用の画一化されたコンピ

ューター情報システム創出。地下資源の地質学的情報に

対する共和国基金および地域的基金の活用。国の需要に

応じた地質学的調査の実施。地質学・地球物理学・地球

化学・水文学・応用地質学・地球生態学的コンテンツ版

の国家地図を起草。鉱物の国内埋蔵量および鉱床および

鉱物露出部、有毒な物質の埋蔵場所、地下の放射性廃棄

物および下水廃棄物、危険な地質活動の国内の地籍リス

ト起草。国の需要に応じた、R&D 作業を含む地質調査

実施において国を顧客とする。国の予算計上額が地下資

源調査、地下資源監視、地下資源保護および管轄下のそ

の他目的の実現に必要な額であることの証明。カザフス

タンにおける鉱床発見開拓者の構造の定義付け。地下資

源利用への国内外投資の資金フローに関する情報と投

資誘致・奨励の世界における事例の研究と分析。その他。

行政・管理機能には次を含む。採鉱作業の展開計画(プロ

ジェクト)を裁可する。採鉱作業を企画する。地下資源利

用区域(契約区域)の地質学調査用に国が負担した歴年支

出の画一化された順序による定義を管理する。国による

地下資源の地質学調査、カザフスタンの法規に則った伏
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流水の採掘、調査および(または)採掘に関係のない地下建設物の建設および(または)その作業にお

ける地下資源利用権の授与。地下資源利用者と締結した契約の調整。鉱物埋蔵量の国の専門家に

よる査定、使用が許された地下資源現場の地質学的・経済学的情報、国による地下資源の地質学

的研究および監視に関するプロジェクト予算の概算文書化の企画と実施。鉱物埋蔵量の確認。地

下資源の地質学的情報の受理条件の定義。行政機関および地下資源利用者による地下資源利用と

地下資源利用の確立された手順に関する法律の順守監督の実施。 

 

・委員会は 次の権利を有する。 

管轄内において規範的な合法的許可証を新規作成する。地質学研究、合理的かつ複雑な地下資

源利用の命令違反の一掃対策を取る。行政違反案件を検討し、委員会の法的権限を行使して法的

に確立された罰則を科す。国家機関、その他機関および市民に対して、地下資源利用に関する文

書、データ、必要な資料や情報を要求し、その提出を受理する。カザフスタンおよび外国の各種

機関との交渉を行い、契約を締結する。地下資源利用契約の履行状況について地下資源利用者か

らの定期的および選択的な報告書提出を要求し、その履行について検査を行う。地下資源利用の

経済学的メカニズム整備について提言を行う。地下資源利用権許可のため、鉱床および領土のリ

スト作成を提言する。 
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国家地質・鉱物資源情報・分析センター  

カザフスタンの鉱床リスト、地下資源利用に関する規範的文書など50種以上の地質学参考書

籍、地図を発行している。 

http://www.infocenter.kz/center.php 

所在地: 050010, Almaty, Dostyk Str., 85; tel (727) 2725416; 2612340; 2615293; fax (727) 2728723.

 

管理部 

法律・民間業務・事務

的通信・国家機密安全

保障管理部 

固体商業鉱物地質学

調査・地下資源利用管

理部 

水文学・応用地質学管

理部 

未加工炭化水素地質学

調査・地下資源利用管理

部 

鉱物資源専門知識管

経済・財務管理部 

地質・地下資源利用地

域間地方支部 

重量測定に特化した

事業体 

地質学・鉱物資源研究

情報センター 

地質・地下資源利用委員会 
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15-9 産業･新技術省 

3月12日、貿易産業省は産業･新技術省に改組され、鉱物などの地下資源利用、原子力発電、鉱

業に関する機能は前エネルギー･鉱物資源省から引継がれた。同省の組織は目下形成中であるが、

以下、前貿易産業省に関わる部分の情報である。 

 

住 所 : Kazakhstan, 010000 Astana, prospect Kabanbai 

Batyra, 47 Transport Tower; Tel.  8 (7172)299000 

広報担当官 tel/fax 8 (7172)241962  

 

同省には下部委員会がある s:  

通商委員会 www.mit.kz 

投資委員会  www.mit.kz 

産業委員会  http://www.nit.kz/kpntr/; 

www.comprom.kz 

技術規制およ

び度量衡委員

会  

http://www.memst.kz/ru/index.php 

 

同省は産業（鉱業を含む）、科学

および技術革新、通商、競合保

護、建設･建築、都市計画、住宅･

地域サービス、技術規則、度量

衡の整備、民間投資の刺激に好

ましい条件の創設といった分野

において、国家政策と規範法令

の発展に関する機能を管掌す

る。 

 

産業･貿易省法令  

2004年11月26日政令2004 N 1237によって承認（2007年12月5日の布告1180号および2008年2月15

日の布告141号により修正）。  

同省は、経済活動にかかわる全般的な問題、また対外貿易、技術規則、建設、などの具体的な分

野の規制･管理に関する幅広い分野を管掌する。鉱業に関連する同省の具体的な規制･管理は、以

下の通りである： 

• 地下資源利用者が購入した製品、労働、サービスに関する報告書、また、製品、労働、サー

ビスの次年度年間購入計画の書式を承認する。カザフスタン起源の製品、労働、サービス取

得に関して地下資源利用者の契約上の義務の履行監視を実施する実行することに関与する。 

• 合法的な組織と協力して、契約に結びついた地下資源利用、又はそれに付随する活動の実施

のために利用する製品、労働、サービスに関するカザフスタン･コンテントの計算方式を作成･

確定する。 

• 地下資源利用を実施するために利用する製品、労働、サービスの登録を実施し、該当する登

録を行う再の評価基準を設定する。 

• 地域（共和国都市、都市）内で生産･提供される製品、労働、サービスの構成について、地方

行政権力（共和国都市、首都）の活動の組織的管理を実行する。 

• 合法的な組織と協力して、カザフスタンで設立された主要ハイテク製造業者のリストを作成

する。投資優先権付与の申請受領、登録、審査の規則を設定する。国家の自然に関する助成

金、投資優先権の付与の適正な決定の受諾。 

• 建築物の技術的管理を実施するための法規。建築、都市計画、および建築作業の規制。建築、

都市計画、および建築作業の分野において立法により規定された規範的技術文書による報告

と説明。 

• 製品に関する原産地証明を設定する 
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• 生産のマーキング規則を設定する 

• 外国からのサンプルの適合確認に関する書類を発行する海外の、または国際的な団体の登録

規則を設定する。適合確認について、海外適合証明、テスト報告、適合署名、その他の書類

の認証の規則を定める。 

• 技術法規で定められた要求事項違反の排除、または生産実行の禁止、およびその引渡し、そ

の他に関する指示の形式を設定する。 

 

投資委員会法令 (2008年5月22日付け産業・貿易省令213号により承認)。とりわけ、以下のことを

規程： 

同委員会の主要目的は：投資の国家支援の分野における政策の実施と管理。他。同委員会は現行

法規に従い、当局は以下の機能を管掌する。投資活動分野における政策の実施と支援。政府の自

然に関する助成金の付与の決定。投資優先権。投資優先権付与に関する契約の締結、登録、条件

の監視、そして破棄。他。 

 

技術規制と度量衡委員会法令 

同委員会の役割は、技術規制と度量衡の分野で政策の管理権限の実現。同委員会の主要目的は、

以下の条項が含まれる：生産、サービス、工程の生命・健康、環境、動植物に対する安全性。製

品、サービスの安全性に関して消費者を誤解させるような行為の防止。通商における技術的障害

の除去。他。 

 

産業委員会法令 (2008年5月22日、産業貿易省令213号により承認)。とりわけ、以下のことを規程： 

主要な目的は：以下の分野における政策と管理の実現：国家の産業発展。経済特区の機能。輸出

管理と別個の活動の許可。 

同委員会が実施する機能は：冶金鉱業、化学、加工、薬品および医療産業、農業に関わる機械工

学、防衛産業における政策の実現。 

地下資源利用者から地下資源利用の活動のための製品、労働、サービス購入に関する予定と、購

入した製品、労働、サービスに関する情報を収集する。地下資源利用者によるカザフスタン起源

の製品、労働、サービスの取得について契約上の義務の履行の監視の実施に関与。 

地下資源利用の活動のために利用する製品、労働、サービスの登録の形式を定め、実施し、およ

び該当する登録のための評価基準の設定。他。 

 

 

副首相、産業・新技術省 

Aset O. ISEKESHEV 

1971年8月17日、カラガンダ生まれ。1994年 Al-Farabi Kazakh State 

National 大学卒業（法学専攻）。1998 年 Higher School of Public 

Administration under the President 卒業。1995年～1997年、アルマ

ティの Medeu 地区でアシスタント弁護士および上級アシスタント弁

護士。1998年～1999年、戦略企画･改革庁 高責任者。1999年～2000

年、法務省中央および地方政府機関に関する法規の登録および執行部

門長。 2000 年～ 2001 年、法務省に在籍しつつ Nationalnaya 

Yuridicheskaya Sluzhba CJSC 社（法律コンサルタント）社長。その

後、民間部門に従事。2002年～2003年、経済および予算企画大臣顧問。
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2003年、産業・貿易省副大臣。2006年、Kazyna 持続的成長基金の副

理事会長。2007年～2008年、クレディ･スイス（カザフスタン）の金

融プロジェクト･マーケティング部長。2008年2月～2009年5月、カザ

フスタン大統領補佐官。2009年5月から、産業･貿易大臣。 

 

 

副大臣、事務局長 

Eduard O. KVYATKOVSKY  

1974年11月10日、カラガンダ生まれ。1995年、オーストリア･ツェメ

リング International institute of tourism and management 卒。1997

年、Almaty state university of Abai 卒。1997年から、大統領付上級

経済審議会事務局。1997年～2001年、戦略企画庁のビジネス支援部門

副部門長、社会経済分野改革部。開発調整部門副部門長、社会経済分

析部副部長。2001年～2002年、自然の独占、競争保護、中小企業支援

の機関にて部長を務める。2002年～2003年、経済予算企画省の経済研

究所にて、財務副部長。2003年～2006年、JSC（輸出信用投資保険政

府公社）副会長。2006年～2007年、 - deputy Chairman of Board of 

JSC（中小企業開発基金）副会長。2007年～2008年、民間部門に従事。

2008年～2009年、大統領府国家監査官。2009年8月から、産業貿易省

事務局長。 

 

 

第一副大臣 

Albert P. RAU 

1960年生まれ。1982年 Rudensk Industrial Institute 卒業。鉱業電器技

師。2004年、Russian Academy of State Service 卒。1982年から、電

器技師として KazShakhtOrudStroy trust of Rudniy town of 

Kostanai 州に勤務。1984年～1991年、Kurzhunkul Mine Group of 

Kostanay 州労働組合技師および議長。1991年～1992年、head of 

self-support commercial department of the Executive Committee of 

Lisokov City Council of Kostanay 州の Lisokov 市協議会執行委員会

の自営業部門代表。1992年～1993年、chair of Lisokov 市協議会議長。

1993年～1994年、Lisokov 市行政部副代表、1994年～1995年、同代表。

1995年～2004年、Lisokov 市長。2004年～2007年、Lisookov 副市長。

2007年～2008年、Saryarka SEC JSC 会長。2008年以降、Akmola 州

知事。 

 

大臣代理および委員会委員長: 

職責 名前 電話番号 

書記長 Kvyatkovsky Edward O. 29-90-02 

第一副大臣 Rau Albert P. 29-90-02 

副大臣 Zhaksylykov Timur M. 24-07-65 

副大臣 Raev Nurbek T.  
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投資委員会委員長 Nurashev Timur B. 24-15-40; 

242124 

技術規制および度量衡委員会委員長  Muhambetov Gabit M. 29-90-13; 

793301 

通商委員会委員長 Kazybaev Aydar K. 29-90-34 

産業委員会委員長 Daribaev Murat A.  29-90-73 
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15-10 環境保護省 

環境保護大臣 Nurgali S. ASHIMOV 

1959年 Chimkent 市生まれ。1981年 Moscow Institute of Economy and 

Statistics 卒（工学･数学専攻）。1981年同校大学院に進学。1981年から

ジュニア研究員。1987年、国家計画委員会付属研究所の部長。1990年、

大臣評議会付設 National Institute of Continuing Education および

Kazakh Chemical-Engineering Institute の上級講師。1992年、南カザ

フスタン地方副知事および国家資産の地域委員会委員長。1996年、国

立銀行の南カザフスタン地方管理部長。1997年、経済貿易副大臣。1997

年、Turan Alem CJSC 銀行副会長。1998年、コスタニ地方副知事。1999

年、コスタニ市長。2000年、KazTransGaz CJSC 営業･マーケティング

担当副社長。2000年、Intergas CentraI Asia CJSC 社長。2001年、

KazTransGaz CJSC 社長、 エネルギー・鉱物資源第一副大臣。2007年

～2009年、南カザフスタン州知事。2009年3月から、環境保護大臣。 

 

省組織 

職責 名前 電話番号 

大臣 Ashimov Nurgali S. 74-00-75 

事務局長、副大臣 Dernovoi Anatoliy 74-00-72 

dernovoi_a@eco.gov.kz 

副大臣 Sadvakasova Eldana M. 74-00-73 

副大臣 Turmagambetov Mazhit A. 74-00-69 

環境政策および持続的発展部長 Bekniyaz Bolat K. 74-00-62 

副部長 Tultabayev Mukhtar Ch. 74-02-57  

tultabaev@eco.gov.kz 

持続的気発展課長 Myrzabekova Zhuldyz E. 74-08-76 

zh_murzabekova@eco.gov.kz

戦略企画課長 Kerei Bekbergen D. 74-00-77 

b_kerey@eco.gov.kz 

法案および国際協力部長 Bragin Alexandre G. 74-07-77 

a_bragin@eco.gov.kz 

副部長  Ibrayeva Elvira B. 74-01-95 

e_ibrayeva@eco.gov.kz 

政府間協力および環境会議課長 Bulzhanova Anar N. 74-08-85 

anara_bulzhanova@eco.gov.kz

法政策課長 Mukanova Diana K. 74-01-92 

mukanova@eco.gov.kz 

経済･財務部長 Beketova Aigul M. 74-02-28 

beketova@eco.gov.kz 

副部長  Kadyrbek Murat B. 74-01-97 

kadyrbek@eco.gov.kz 

予算企画および政府調達課長 Kerimai Danabek A. 74-00-13, 74-11-55  

kerimray@eco.gov.kz 

自然利用経済おとび国家資産課長 Gor Nina V.  74-00-43 gor@eco.gov.kz 
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予算割引および情報技術支援課長 Mahanova Galia D. 74-00-58 

smailov@eco.gov.kz 

 

カザフスタン共和国環境保護省法令（2007年12月8日付け政令N1201号により承認） 

 

同省は、以下の通り、環境保護のあらゆる分野において、広範な政策立案、規制、管理の機能

を管掌する 

• 政府環境保護政策と持続的成長への移行政策。 

• 経済、その他の活動に関する環境保護規格と要件。 

• 環境保護分野に関する技術規制。 

• 環境保護のための地域計画。 

• 天然資源土地台帳の統一体系の実施。生産廃棄物と消費物の国家土地台帳。有害物質、放射

性廃棄物、汚水の埋立土壌の国家土地台帳。廃棄方法の管理。環境保護情報の政府資金。環

境状況に関する政府監視および特殊監視、および環境と天然資源監視の統一国家体系の実施

のための調整を行う。 

• 公聴会実施の手続きの設定。 

• 国内環境地図の発行、環境の質の目標指標の企画。各地域の環境条件の評価基準。廃棄地域

の清算基金設立の規程。基本･限界料率、環境への排出に対する課金の計算。 善の有効技術

リスト。 

• 環境保護分野の契約書と覚書の締結。 

• 有資格委員会の設立による有害物質処分地、放射性廃棄物、地下の汚水といった突発的環境

汚染を伴う保険事例に関する原因、被害、および影響の究明。地下資源利用者および環境汚

染源の記録、環境への影響の試算に関する生態学情報への利用条件の策定。計画された経済

活動などにおける意思決定プロセスの支援。各種廃棄物のリスト化、産業環境規制プログラ

ムの調整。産業環境規制の成果報告基準、環境排出物の規格の定義手法、廃棄物の制限、危

険廃棄物の報告形式などの定義。野生生物管理条件を環境放出物許可に含め、環境放出の許

可の付与および遵守状況を記録する。環境保護活動をリスト化、生態試験分野の地方実行当

局の活動の管理規則を定める。国家環境試験による地下の化学物質の 大許可濃度、危険廃

棄物処理の支援など。 

 

同省は以下の項目に関して、実行、実施、および規制の権限を持つ。 

• 地下環境利用状況の管理手段を定める。 

• 権限内で環境使用許可（環境放出の許可および複雑な環境許可）を付与する。環境放出物の

制限許可を定める。天然資源利用の認可、許可、および契約の権限内での調整。 

• 地下資源利用者および環境汚染源の国家登録の実施。 

• 環境への影響の試算によるカザフスタン環境法基準の順守管理。 

• 環境汚染の影響を一掃する対策の実施。土壌改良の複合的対策の実施、企業などの建物の建

設、改築、および運営における環境基準の順守。特殊目的によるさらなる利用に適した条件

下で、鉱物資源産業開発プロセスなどの開拓プロセス・作業における解放区を低減する。鉱

床などの環境条件に被害を与える可能性のある汚染、洪水、および人為プロセスの安全確保。

地下資源の保全と整理。  
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• 鉱物資源の採掘・精製時の環境保全設計決定の順守。地下資源、有害物質、放射性廃棄物、

および地下汚水の廃棄場利用における緊急・危険事態の阻止活動の実施。水質規格の順守。  

事業の運営、廃棄物の保管および廃棄における大気の保護基準の順守。環境許可に基づく野

生生物管理条件の順守。 

• 生産廃棄物および消費に関する報告、再利用、中性化の確立された基準および規則の順守。

処理施設稼動予定に基づく生産産業環境管理の基準および規則の順守。強制的環境保険に関

するカザフスタンの法律の順守。国家環境試験の実施および実施状況に関する要件の順守。

強制的環境監査の実施および信頼できる環境保全情報の付与に関する要件の順守など。 

 

環境分野の公共組織および専門的ウェブサイト 

www.ecologylife.ru 

地球環境問題（主に CIS 環境問題）に関する論文、報告、フォー

ラムなどを提供する。 

www.caresd.net 

中央アジアおよび近隣ロシア領土における環境にやさしい開発

の実践・政策ネットワーク。 

CARNet’s は、全員参加型方針、草の根の環境活動・連携により、

地域環境にやさしい開発を推進する事業体を統合することを目

的とする。 

www.earthwire.org 

EarthWire は1999年より UNEP/GRID-Arenda のメディア報道環

境情報を元にした日次情報を提供する。研究組織や官・民セクタ

ーの環境組織の音声、映像、プレスリリース、ニュースなどもを

収集する。 

EarthWire カザフスタンはカザフスタンの情報源を現地語で報道

する。 

www.greensalvation.org 

Ecological Society Green Salvation は1990年に設立され、Almaty

市の公共組織に指定されている。同組織の目標は、国民の健康お

よび自然と調和した生産的な生活への権利を守り、カザフスタン

の社会経済状況の改善への従事である。 

www.climate.kz 

Climate Change Coordination Centre（C4）は、国連気候変動枠

組み条約（UNFCCC）、京都議定書（KP）、およびオゾン層保護

に関するウィーン条約の分野で活動するカザフスタンで 初の

NGO である。 

www.kap.kz 

この団体は、環境問題解決における国家機関と自然団体や NGO

との連携および建設的対話の場を提供する。 
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環境規制管理委員会 

委員会の構造（www.ecokomitet.kz） 

役職 名前 電話 

議長 Mutashev Sagynbek Kh. 740094 

副議長 Bultrikov Ruslan I. 740105 

運営・財務管理部長 Abishev Beibut A.  740061 b_abishev@eco.gov.kz

技術顧問 Shaimerdenova Zhanna A. 740827 

shaimerdenova@eco.gov.kz 

管理部長・上席国家監査役  740196 

技術顧問 Dosmakova Bizara Zh. 740826 

b_dosmakova@eco.gov.kz 

副議長 Bekeyev Adletbek T. 740063 bekeev@eco.gov.kz 

環境専門技術管理部長 Suleimenova Sholpan T. 740108 

suleymenova@eco.gov.kz 

許認可問題管理部長 Alimbaev Azamat B. 740057 

副議長 Turekeldiyev S. M. 740098 

廃棄物処理規制管理部長 Usubaliev Toktar O.  740837 

技術顧問 Atemova Gulshira T. 740816 atemova@eco.gov.kz 

 

委員会議長 

 

MUTASHEV Sagynbek Kh. 

1966年8月25日、Ural 地域の Zhanibek に生まれる。1990年、Kazakh 

polytechnical institute of V.I.Lenin を卒業、機械技師。1990～1992年、産

業地質学団体 Uralskneftegasgeologia にて主任科学技術者、機械技師を務

める。 

1992～1997年、GHK カザフスタン財務センター主席エンジニア、技術顧問、

役員 

1997～1998年、Uralsk の JSC Uralsktransgas 高責任者。 

1998～1999年、Almaty の国営企業 Energocenter EU-Kazakhstan 高責

任者。 

1999～1999年、カザフスタン西部 Aksai の国営石油会社 Kazakhoil 系

Aksaigasservice 社長。 

1999～2000年、カザフスタン西部AksaiのKazakhgas社長顧問。2000～2004

年、Uralsk の Uralskoblgas 社長。 

2004～2005年、Burlinsky 地域、カザフスタン西部、Aksai 知事。Uralsk、

カザフスタン西部知事。 

2008年、カザフスタン西部、Uralsk 知事顧問。 

2009年から同委員会議長。 
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委員会地方支部 

地方支部 住所 電話、E メール 支部長 

Aralo-Syr-Darya Kyzylorda, Zheltoksan 

Str.,150 

(87242) 23-00-79 

ecolog77@mail.ru 

Nogaev 

Shaihislam N. 

Balkhash-Alakolsky Almaty, avenue Abaja 

32, Taldykorgan, Abaja 

Str., 297 

(87272) 391113, 591103 

alm_obleko@mail.kz 

Malibekov 

Kalizhan A. 

Esilsky Astana, Druzhda Str. 

23/1, Petropavlovsk, 

Sutjusheva Str. 58,  

Kokshetau, Auelbekova 

Str., 139 

(87172) 395978, 226274 

ecology@at.kz 

Meiramov 

Esengeldy A. 

Zhaiyk-Caspian 

Atyrausky 地域 Атырау, 

Kulmanova Str.,137 

8(7122) 21-30-35, 

факс: 21-26-23 

inspekssia@mail.ru, 

atyrauekol@rambler.ru 

Musaparbekov 

Kanat Zh. 

カザフスタン西部 Uralsk, L.Tolstoy's Str., 

59 

500481/512981; 

kecoural@mail.kz, 

eco_zapad@mail.ru 

vacant 

Mangistausky 地域 Актау, 1 

microdistrict, building 

№1 

8(7292) -009, 8(7292）

169, 8-(7292) 500500; 

a_kusherova@mail.ru, 

orynbassarov_m@mail.

ru, 

aktau_monitor@mail.ru 

Nogaev Ykylas 

N. 

Irtysh Pavlodar, Mira Str., 22, 

Ust-Kaenogorsk: 

Potanin Str. 12, 

Semipalatinsk, 

Momyshuly Str. 19А 

(87182) 532910, 

53-29-99, (8232) 

76-76-82, (7182) 

53-54-36 

potuoos@rambler.ru 

Alimzhanov 

Erkin K. 

Nura-Sarysujsky Karaganda, avenue 

Buhar-Zhyrau, 47 

(87212) 41-09-11, 

41-07-54, 41-33-99 

uproos@ karaganda.kz, 

svod@karaganda.kz 

Smagulov 

Bayirzhan A. 

Tobyl-Torgajsky Aktobe, avenue 

Sankibaj Batyra, 1 

(7132) 557678; 557679, 

(7142) 50-16-00 

oos@list.ru 

Dadin Akylbek D.

Shu-Talasky Taraz: Tole-bi, 42а 8(7262） 452856 

jatuoos-06@mail.ru 

Akkoziev Orman 

S. 

注：国家環境監査役は、カザフスタン管理領域の各地域本部に従属する。 



－139－ 

15-11 経済開発通商省（前経済・予算計画省） 

経済・予算計画省制定法（2004年11月26日政令1237号、追加改訂2009年7月15日政令1071号）に

よれば、同省の中核目的は、戦略的目標と優先順位の構築、カザフスタンの社会的経済的発展の

基本的方向性、社会経済開発と国家金融政策に関連する国家財政、投資、地域（領土）政策、国

際経済・金融関係、国家資産管理、民間企業の発展支援、国家規則などの策定である。主な機能

は、低収益の鉱床（契約）に対する採鉱税（MET）の個別率の適用提案、低収益分野の地下資源

利用契約のリスト化と MET 個別率の策定に関する政令起草、投資政策の策定、計画の方法論的

管理、予算投資・利権プロジェクトの試算と監査、政府助成による投資・利権プロジェクトの実

施の提案、国家資産管理政策の策定、国家事業持ち株会社の構築に関する組織的戦略と計画、そ

れらの戦略の実現可能性試算などの策定に及ぶ。 

 

経済情勢・予算計画省 

 

AITZHANOVA Zhanar Seidakhmetovna  

1965年生まれ。カザフ国立大学卒業。Vienna institute、ハーバード大学国

家管理学校（USA）へ参加。英語とチェコ語に堪能。モスクワ国立大学、

Karlovsky大学、中央ヨーロッパ大学（プラハ）卒後訓練。UNカザフスタ

ン代表のプログラム共同調整官、UN、UNDPモンゴル代表共同調整官補佐。

UNDP欧州局中央アジア部プログラム責任者、ニューヨークUNDP CIS。

2003年9月、産業通商省副大臣就任。2005年5月よりWTOカザフスタン特別

代表。2010年3月カザフスタン共和国経済開発通商大臣に就任。 

 

前経済・予算計画省の構造（2010年3月まで） 

大臣 Sultanov Bahyt T.  74-28-09 

事務総長 Shazhenova Dyna M.  74-28-13 

副大臣 Karmazina Lena M.  74-28-65 

副大臣 Kusainov Marat A. 74-29-13 

副大臣 Sulejmenov Timur M.  74-29-51 

監査役 Yusupov Meirzhan B.  74-28-87 

投資政策・計画局 Tortaev Bauyrzhan K.  74-28-85 

マクロ経済分析・予測局 Kambarova Khalida M.  74-28-97 

戦略計画・分析局  Gamarnik Svetlana G.  74-28-93 

国際調整局  Bakayev Alibek A.  74-28-31 

地域政策・相互予算調整局 Ermekova Nesipbala A.  74-29-12 

税政策・予測局 Baimuhanova Tolkyn S.  74-28-72 

予算政策・計画局 Tokabekova Zhamilya T.  74-29-42 

国家規則策定局 Evdokimov Sergey V. 74-29-47 

国家計画解析局 Babazhanova Bayan E.  74-29-26 

社会構築局 Kurmangalieva Aida D.  74-29-41 

防衛・法執行システムおよび政府機関開発局 Ivanova Natalia N.  74-29-30 

経済部門開発局  Baibekov Myrzakasym N.  74-28-86 

内政局 Danebekov Ongarbai Zh.  74-28-78 
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国家資産管理政策局 Shwartzkopf Ilona A.  74-28-96 

法律局 Eshimova Dana A.  74-28-92 

法人開発局 Nupirov Zhanibek M.  74-29-01 

事業開発局  Akberdin Rustam A.  74-37-61 

内部管理局 Lee. С.В.  74-30-32 

 

15-12 労働・国民社会保護省 

2004年10月29日、政令1132号により同省の制定法が承認される。 

 

 

Gulshara N. ABDYKALIKOVA 

1965年生まれ。Dzhambul Technology Institute of Light Industry and Food 

Processing 卒業。経済学博士。卒業後、Kzylorda 州社会保護局定石監査官、

局長を歴任。 

1994～1995年、カザフスタン 高会議社会保護問題顧問。 

1995～2003年、労働・社会保護省副主席、年金計画主席、福祉サービス局

副局長、局長を歴任。2003～2005年、労働・社会保護副大臣。2005～2006

年、国営年金保険法人理事長。2006～2007年、労働・社会保護副大臣。2007

～2008年、労働・社会保護省事務総長。2008～2009年、カザフスタン大統

領補佐官、大統領直轄女性問題・人口統計国家委員会議長。 

2009年3月、労働・社会保護大臣。 

 

省の構造 

大臣 Abdykalikova Gulshara N.  74-28-51 

事務総長  Duseinova Tamara B. 74-28-63 

副大臣 Nusupova Asel B. 74-28-69 

副大臣 Nureumbetov Birzhan B. 74-28-99 

移民委員会 Abishev Khabulsayat A. 74-34-72 

社会保障管理委員会 Bisakaev Serikalli G. 74-28-75 

労働・社会連携局 Sarbasov Akmadi A. 74-28-50 

雇用・移住人口局 Argandukov Daulet R. 74-30-06 

社会保障保険局 Zhakupova Svetlana K. 74-29-29 

社会支援サービス局 Minabaea Kaini A. 74-28-36 

法的サービス局 Mamraev Baturbek B. 74-35-86 

 

地方支部、移住規制に関する監査機関の詳細： 

http://www.enbek.gov.kz/index.php?id=375#375.  
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15-13 福祉省 

 

大臣－Zhaksylyk A. DOSKALIYEV。1955年 Aktyubinsk 地域生まれ。1979年、

Aktyubinsk national medical institute を卒業。専攻は医療事業。 

1993～1995年、臨床試験手術研究機関、上席研究員。1994年、医学博士。1997

年、教授。1999年、カザフスタン医学アカデミー委員。1998～2000年 Aktyubinsk

国家アカデミー総長。2000年、公衆衛生庁議長。2001～2004、公衆衛生大臣。

2004～2007年、国営事業体「カザフ国家医療アカデミー」総長。2007年、下院

議員、社会文化開発委員会議長。 

 

住所：010000 Astana, Moskovskaya Str. 66、電話：8(3172）317327、ファックス：317327 

E メール: zdrav@mz.gov.kz; www.mz.gov.kz 

 

公衆衛生・疫学管理委員会議長 

Kenes S.OSPANOV  

1948年、カザフスタン西部に生まれる。1972年、Karaganda state medical 

instituteを卒業。1972～1975年、公衆衛生監査・疫学危険感染局疫学博士。1984

よりAktyubinsk公衆衛生局主席疫学研究員。1985～2009年、危険感染局疫学

博士、国家衛生疫学局主席医師補佐、主席医師。2009年より公衆衛生疫学管理

委員会議長。医学博士。 

 

省の構造 

同省が管轄する機関は、国家公衆衛生疫学管理委員会、薬学委員会、および医療業務レベル管理

委員会である。国家公衆衛生疫学管理委員会の地域監査： 

http://www.mz.gov.kz/index.php?wakka=Rus/SanitarnoJepidemiologicheskijjNadzor/Telef&

v=sc3  

 

15-14 財務省 

財務省管轄委員会 

• 関税管理委員会（http://www.customs.kz）  

• 財務委員会 

• 金融管理・国家調達委員会  

• 税制委員会（http://www.salyk.kz） 

• 破産者支援委員会 

• 国家資産民営化委員会 

• 財務監査委員会 

 

010000, Astana, prospect Pobedy, 11. 

電話 8（3172）71 77 64  

8（3172）71 77 65  

E メール info.info@minfin.kz 

税制委員会 

電話（7172）71-80-02、コールセンター

8（7172）58-09-09、E メール：

info@mgd.kz  

地域の税務署は http://www.salyk.kz/ru/Pages/Map.aspx で検索可能。 
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財務大臣 

 

Bolat B. Zhamishev 

1957年生まれ。Kazakh Agriculture Institute 卒業。経済学博士。卒業後、学術

研究に従事する。中央銀行副局長、労働・社会保護省副大臣、初代財務副大臣、

内務副大臣、中央銀行副総裁、金融市場・金融機関監督庁長官を歴任。2007年

11月に財務大臣に就任するまで、ユーラシア銀行開発執行委員会副議長を務め

る。 

 

 

税制委員会委員長 

 

Ergozhin Daulet 

1979年生まれ。カザフ国家マネージメントアカデミー（経済マネージメント専

門家育成機関）卒業。2001年、経済法律大学後期高等教育にて法律学を専攻。

2003年、MBA（米 Suffolk 大学）。1998年、JSC KazafTransOil 決算局顧問。

2003年、北カスピ海 JSC NC KazMunaiGas プロジェクト局副理事。2006年、

副首相補佐官、経済・予算計画大臣を歴任。2006年、財務省税制専門委員会委

員長。2007年財務副大臣。2008年10月、財務省税制委員会委員長。 

 

Statute on the Tax Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan 

カザフスタン共和国財務省税制委員会制定法 

2008年4月24日、カザフスタン共和国政令1127号により承認される。 

委員会は有資格機関であり、地域間税制委員会、AstanaおよびAlmatyの州・市税制委員会、地

域間税制委員会、地域、市、区の税制委員会、経済特区税制委員会などの地方税サービス当局を

管轄する。 

委員会の主な管理・監督機能を以下に示す。 

 

・カザフスタンの担税者国家登録の実施。 

・地下資源利用契約のプロジェクトおよび契約実施前に実施される契約の変更や追加のプロジェ

クトに関する税務調査の実施。 

・カザフスタンの法律に従う納税義務の履行日程変更問題の考慮。 

・税負債の強制徴収。 

・納税義務の発生、履行、終了の問題の物理的、法的体系の説明。 

・付加税および罰金に関する納税証明通知ならびに税法が定める税サービス機関の職員に 対す

る法的、物理的要求の考慮。・税管理 

・担税者登録・課税対象、課税関連の対象の登録 

・予算受領者の登録 

・納税調査 

・財務室管理 

・担税者の財務経済活動の監査 

・計算の正確性、収集の完全性、税移転の適時性、予算関連の納付義務に関する地方実行当

局への監査 
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・納税およびにおける他の納付義務の完全な受領に関する法律の順守状況管理。 

・税および税外納付の管理・分析。 

・課税・非課税申告および相殺。 

・海外事業の移転価格適用の国家的管理、取引価格の市場価格（製品、作業、サービス）からの

逸脱の監査、市場価格から逸脱する取引価格の課税範囲の修正と移転価格が適用される取引の

監査。 

 

・委員会は以下の権利を有する。 

―カザフスタンの法令が定める順守要件に基づき、担税者の会計書類、試算、現金、証券、

勘定、申告、その他の納税関連書類を審査する。 

―納税、予算関連納付義務の計算書（控除および移転目的）、および順守状況の有資格機関

指定形式での提出を担税者に対して要求する。さらに、納税および予算関連納付義務の

計算と適時性（控除および移転）、年金基金による年金給付、国家社会保険基金におけ

る社会控除、担税者の総合的財務報告（カザフスタン国外の子会社の財務報告も服務）

の記録を求める。 

―カザフスタンの法令に基づく税審査において、担税者の納税証明書に基づく引き出しを

行う。 

―場所にかかわらず、担税者の資産（土地を除く）インベントリーを用いて源泉所得の課

税対象を調査する。 

―カザフスタン政府認可の担税者リスト、法令が定める電子文書形式での情報の取得。 

―法律で保護される商用・銀行秘密データの開示要件を定めたカザフスタンの法令に基づ

き、各種銀行業務を行う銀行や組織より、以下の場合において銀行口座数、稼動状況、

残高、預金フローの情報を受領する。 

・検査対象担税者‐課税に関して問題のある法人および個人事業者。 

・金融市場及び金融組織の規制・監督に携わる有資格機関が定める休眠法人。 

―税法の下の担税者納税義務を間接的に定義する。 

―他の政府機関専門家の協力による納税審査。 

―カザフスタンの法令に基づく法廷請求により、納税および予算関連納付義務に遅延 の

ある担税者、倒産、担税者の宣言持ち株の強制公表、授権資本における国家参加の共同

資本の指定、カザフスタン民法49章第2節1、2、および4項で指定された法人の清算を行

う。 

―地方当局に対する計算の正確性、納税および予算関連納付に関する収集完全性と適時性

の監査。 

―税法による税金申告の延長決定。 

―カザフスタンの法令に基づく罰則の適用。 
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15-15 非常事態省 

省内委員会 

非常事態と産業安全に対する国家

統制委員会 

Akhmetov Serik B. 

消防委員会 Aubakirov Serik G. 

国家物資備蓄委員会  Tanysbaev Kuat M.  

010000, Astana, Beibitshilik Str., 

22;  

メールアドレス: mchs@emer.kz 

ホットライン 8(7172) 60-21-28 

 

 

非常事態相 

 

 

Vladimir K. Bozhko  

1949年生まれ。Kazakh Polytechnic Institute 法学博士。軍隊に

おける階級は中将。 

学位取得後、Almaty electro technical plant に勤務。1976年か

ら国家保安関連機関に勤務し、捜査官から国家保安委員会初代

副議長を歴任。2007年11月の非常事態相に指名されるまで国家

保安委員会副議長を務める。 

 

省内主要部署 

 

非常事態予防部  

非常事態解決部  

民間防衛部  

戦略設計・情報分析作業・科学新技術部  

情報・コミュニケーション部  

内部統制・監査部  

経済・財政部  

物的支援部 

法務部 

人事部  

行政部 

薬物事件・心理サポート部  

国際協力部   

消防検査 

消防安全はカザフスタン防火規則(ППБ 

08-06) により管理されている。当該規則によ

ると、（組織内の）企業においては 高責任者

の命令が発令されなければならず、この命令

には組織としての消防安全措置を記載されて

いることとする。 高責任者は消防安全を担

当する責任者を指名し、消防安全措置に関す

る指示を確認しなければならない。別途文書

により喫煙区域を規定し、従業員に対する日

常的な指示についてのプログラムが確認され

ていなければならない。産業施設、行政施設、

倉庫、補助施設の目立つ位置に消防行政部門

の電話番号についての指示を記した銘板を掲

げなければならない。各階に10名以上が在籍

する建物の場合、人員の避難計画（スキーム）

が目立つ位置に掲げられており、火災警報シス

テムが配備されていなければならない。出口お

よび避難路は、照明量、寸法、数量などの消

防安全要件に適応していなければならない。 

初期消火手段（消火器、消火ホースなど）の存在、電気機器（電導、ソケットなど）の有用性、

火災防護装置の自動起動および火災警報システムなどについて検査で特別の注意を払うこととす

る。 

消火装置の自動起動および火災警報システムを備えていなければならない施設や機器は、

СНиП РК の標準にリストされている。当該装置の必要性は、建物の区域、階層数、企業（組
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織）の業種によって異なる。消防検査官の検査において次の文書が要求されることがある。 

- 火災時の指示プロセスについてのパンフレット。消火装置の自動起動および火災警報システ

ムの技術的状況についての認証。木製および金属製の物品の防火設計の実施状況に対する認

証。 

検査の結果、発見された違反については法人がこれを是正するよう指導される。装置の動作に

ついては、検査を複数回行って確認することができる。複数回の検査により検査官による要求が

達成されない場合、罰せられる（指示不履行の場合のみ）。  

2006年1月31日124号「私営企業」法第38条に基づき、1年に1度検査が行われる。この検査によ

り違反が発見された場合、管理（不定期）検査を行うことができる。管理検査は国民、組織、当

局、地方自治体などによる書面の要求に基づき行われる。管理検査はすべての違反が是正された

段階で即時停止される。 

検査の結果出た後、組織の 高責任者による同意の有無を問わず、指示が効力を発する。組織

の 高責任者が提案、検査官のコメントまたは要求された是正に同意しない場合、検査を受けた

組織は10日以内に国家防火担当機関の 高責任者に対して直接または書面により指示への抗議を

行う権利を有する。 

規定の規則に対する違反について、検査を受けた組織の担当者および 高責任者は行政責任を

問われることがある。行政違反行為に関する法の第249, 277, 284, 312, 313, 334, 460, 231 ч.1, 235 

ч.1条により、警報システムが設置されていない、出口に障害物がある、不適切な避難用器具な

どについて担当者個人は月収標準25ポイント、法人は月収標準50ポイントの比率で罰金を科せら

れることがある。 
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15-16 地方行政機関 

www.astana.kz Astana city 

www.almaty.kz  Almaty city 

www.akmo.kz  Akmola 

www.almaty-reg.kz Almaty region 

www.akimvko.gov.kz  East-Kazakhstan  

www.western.kz  West-Kazakhstan 

www.karaganda-region.kz  Karaganda 

www.pavlodar.gov.kz  Pavlodar 

www.akimat.info  Aktobe 

www.atyrauobl.kz  Atyrau 

 www.zhambyl.kz  Zhambyl 

www.kostanay.kz  Kostanai 

www.kyzylorda.kz  Kyzyl-Orda 

www.mangystau.kz  Mangystau 

www.sko.kz  North-Kazakhstan 

www.uko.kz  South-Kazakhstan 

税、環境、衛生・疫学、消防、建設管

理などを含む地方行政機関との連携は重

要である。地方行政機関の連絡先は、地

方自治体のウェブサイトで確認できる。 

各地域および地方自治体の 高責任者

と良好な個人的関係を維持することも重

要である。 

 

注意事項：地域名や都市名は特にロシア

に起源をもつものである場合、90年代に

カザフスタンの国家的背景を持つ名称に

改名されているが、各種の文書や参考書

類では旧名称も散見される。 

 

 

Akmola 州知事 

Sergey A. Dyachenko 

1952年 Akmolinsky 地域生まれ。 

1973年 Kuibyshev planning institute 卒業。政治学博士。1973年から factory 

of devices and condensers in Kuznetsk, Penza 地域の技師・エコノミスト、

陸軍勤務、カザフスタン Komsomol 中央委員会インストラクター兼第二

書記を歴任。1985-1991年カザフスタン共産党 Kokchetav 市委員会第一書

記。1990年からは Kokchetav 市人民代議員大会議長。1991-1993年カザフ

共和国国家青年事務・体育委員会副委員長、観光・体育省副大臣。1993-1999

年公的組織勤務。1999-2004年下院代議員。2004年に下院代議員に再選。2004

年11月以降下院副議長。2006年カザフスタン民族総会副議長に選出。2010

年3月 Akmolinsky 地域知事に指名される。 

 

 

Aktubinsk 州知事 

Yeleusin N. Sagindikov 

1947年生まれ。Aktubinsk Education Institute および  

Western-Kazakhstan Agricultural Institute 卒業。経済学博士。学位取得

後、産業指導者を出発点に教育副大臣を務める。Aktubinsk 州副知事、

Aktobe 市長を歴任。近年、カザフスタン上院代議員も務める。「ソ連専門

技術教育発展功労勲章」、「Astana」記念章、「Kurmet」勲章を受章。 
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Almaty 州知事 

Serik A. Umbetov  

1950年生まれ。Almaty Zoological Veterinarian Institute 卒業。動物飼育

技師、ソホーズ農場長、Kegen 地域農産業施設議長を歴任。Kurty 地域行

政機関 高責任者、Almaty 州代議員、知事に指名された。1999年2月から

Zhambyl 州知事。2004年からカザフスタン共和国農業相。2005年から

Almaty 州知事。 

  

 

Atyrau 州知事 

Bergei S. Ryskaliev  

1967年生まれ。Alma-Aty Architectural and Construction Institute および

Kazakh State Academy of Law 卒業。学位取得後、企業で管理職を歴任

2002-2004年 Atyrau 州行政機関秘書。2005-2006年 Atyrau 州副知事。2006

年2月から Atyrau 市長。2006年10月から Atyrau 州知事。 

 

 

 

Eastern-Kazakhstan 州知事 

Berdibek Saparbayev 

1953年生まれ。Alma-Ata Institute of National Economy 経済専攻卒業

(1977)、経済学博士(1999)、教授。 

国家貯蓄銀行局エコノミストをはじめ、財務省においてエコノミスト、計

画経済部長を歴任(1977-1988)。公共教育副大臣(1988-1993)、大統領府・内

閣において人口部の財務・労働・社会保護責任者(1993-1994)、内閣事務

高責任者(1995)、Kyzylorda 州知事(1995–1999)、South Kazakhstan 州知事

(1999–2002)、通関管理庁長官・財務副大臣・財務省通関管理庁長官(2002

年8月– 2006年1月)、首相府副長官、下院政府代表(2006–2007)、経済予算計

画副大臣(2007–2007)。2005年から2007年にはカザフスタン労働・社会保護・

人口相を務め、2009年3月から Eastern-Kazakhstan 州知事。  

 

 

 

Zhambyl 州知事 

БОЗУМБАЕВ ROPE АЛДАБЕРГЕНОВИЧ 

1969年生まれ。  

1993年に Kazakh state Academy of Management 卒業。1993-1997年政府

機関・私営企業で各職を歴任。1997-1997年経済貿易省で地域政策部部長。

1997-1998年財務部長、JSC Kaztransoil 副社長。 1998-2001年石油・ガス

部長、エネルギー・産業・貿易副大臣。2001-2007年および2008年 JSC 

Kazakhstan company on management of electric networks 第一副社長。

2007-2008年 JSC Kazakhstan holding Samruk 理事会長。  

2009年11月からZhambyl州知事。 
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Western-Kazakhstan 州知事  

Baktykozha S. Izmukhambetov  

1948年生まれ。Ufa Oil Institute 卒業。技術科学博士。 

Embaneft association 掘削技術者をはじめ、Kazakh Exploration R&D 

Institute で各職を歴任。1983年から1987年にはイエメンミッションに参与、

Atyrau 実験的方法論調査団の主任科学技術者兼団長を務める。1991-1993

年に地質・地下保護省の管理職を歴任。Kazahturkmunay 合弁会社・

Kazmunaiteniz 海底油田会社ジェネラル・ディレクター、カザフスタン共

和国エネルギー・鉱物資源省第一副大臣に指名される。2006年1月からカザ

フ ス タ ン 共 和 国 エ ネ ル ギ ー ・ 鉱 物 資 源 相 。 2007 年 8 月 に

Western-Kazakhstan 州知事に指名される。 

 

 

Karaganda 州知事 

1958 年 Karaganda 地 域 生 ま れ 。 factory-technical college at the 

metallurgical combine卒業後、Russian Academy of Managementに進学。

経済学博士。. 

Karaganda metallurgical combineに就職。1983-1990年党およびコムソモ

ールにおいてKaragandaコムソモール委員会第一書記。 

Central-Kazakhstan商品取引所Ken Dala;所長、Temirtau知事、Astana市

長主席補佐官、大統領府国家管理検査・人事管理部長、カザフスタン

Atameken,企業家・労働者連合理事長、交通・通信相、首相補佐官を歴任。

2009年11月Karaganda州知事に指名される。 

 

 

 

Kostanai 州知事  

Sergei V. Kulagin 

1952年生まれ。Tselinograd Agricultural Institute および Higher Party 

School of Alma-Ata 卒業。機械技師。卒業後、ソホーズで機械工、主任技

師、ソホーズ農場長を歴任。Alekseev 地域執行委員会議長、党地方執行委

員会第一書記、Turgai 州行政機関 高責任者、副首相、農業相代理、

Integratsiya-Tselina 社長、農業相を歴任。1998年9月から204年3月まで

Akmola 州知事。「Barys」三等勲章のほか2つの勲章を受章。2004年3月か

ら Kostanai 州知事。 

 

 

Kyzylorda 州知事  

Bolatbek B. Kuandykov  

1969年 Kzylorda 州 Kashkansusk 地域生まれ。1994年 Kazakh State 

Academy of Management 卒業。経済学博士。1986年から Almaty の

Construction Authority-39でキャリアを積む。1992-1996年 Almaty 協同組

合企業「Leader」のエコノミスト、Adam-Ata 国際 JSC エコノミスト、

カザフスタンナショナル銀行のエコノミストを歴任し、後にカザフスタン

ナショナル銀行部長。1996年ナショナル銀行 Kyzylorda 地域執行部 高責

任者、副市長、Kzylorda 州第一副知事、経済予算計画省部長、非常事態省
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副大臣を歴任。2007年から大統領府国家調査官、2008年5月 Kzylorda 州知

事に指名される。 

 

 

 

Mangystau 州知事  

Krymbek E. Kusherbayev  

1955年生まれ。Kazakh Polytechnic Institute を都市工学専攻で卒業。政治

学博士。内閣職員副責任者、国内政策部長、政府職員副責任者、領土開発

部長、報道官、大統領報道責任者を歴任。教育文化保健相、保健教育体育

相、教育科学相に指名される2000 – 2003年 Western-Kazakhstan 州知事。

2003-2004年駐ロシア連邦全権大使。2004年5月から駐アルメニア大使、駐

フィンランド大使。2006年1月から Mangystau 州知事。 

 

 

Pavlodar 州知事 

Bakytzhan A. Sagintayev  

1963年10月13日 Dzhambul 州 Ucharal 生まれ。家族構成、妻と二女。 

S.M.Kirov Kazakh State University 卒業 (1985)、経済学博士。 

Almaty Institute of Agriculture (1985-88)で教鞭を取る。Zhambyl 州副知

事(1998年2月–1999年2月)。中小企業支援長副長官(1999年6-10月)。中小企

業発展基金 CJSC 理事長(1999年12月-2001年1月)。自然独占規制庁長官

(2004年9月–2007年12月)。2007年12月から首相府長官。Kurmet 勲章受章

(2006)。2008年9月 Pavlodar 州知事に指名。 

 

 

Northern-Kazakhstan 州知事 

Serik S. Bilyalov  

1958年4月5日  in village, North Kazakhstan 州  Sartomar 生まれ。

Tselinograd Agriculture Institute 卒 業 (1983) 。 Almaty Institute for 

Economics and Statistics 卒業(1998)。1974年から North Kazakhstan 州

Molodogvardeitsy State Farm 獣医、Andreevski State Farm 動物飼育技

師、North Kazakhstan州の複数の農場で主任動物飼育技師、Aralgash State 

Farm 農場長を務める。1992年から Bishkul poultry farm で主任動物飼育技

師および農場長。1999年 North Kazakhstan 州 Bulayev, Esil, Kyzylzhar で

市長。2007年 North Kazakhstan 州副知事。2007年10月 North Kazakhstan

州知事に指名される。 

 

 

Southern-Kazakhstan 州知事 

Askar I. Myrzakhmetov 

農業科学博士、農業経済教育博士。1988-1991年 all-Union Academy of 

agricultural sciences 東支部に勤務。1991-1997年中央アジア・カザフスタ

ン証券取引所協会理事長、カザフスタン企業家評議会理事長など公的機関

で責任者を務める。1997-2006年首相、副首相、第一副首相、農業相の補佐

官を務める。2006 -2007年駐 Uzbekistan 大使。2007年9月から JSC "НК" 

«SEC Ontustic»議長。 
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凡例 

・州都   ・電化鉄道 

・年（人口10万以上） ・未電化鉄道 

・都市（人口10万以下） ・高速道路（幹線道路） 

・入植地  ・道路（他） 

・村 

 
出典：BRIF 中央アジア庁 

 

出典：BRIF 中央アジア庁 
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15-17 国民福祉基金«Samruk-Kazyna»  

所在地: Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Kabanbaibatur Avenue, 23, block A, B, E. 

Tel.8(7172)79-04-86, 97-94-42 Fax:8(7172)79-04-00, 97-94-45  

www.samruk-kazyna.kz/page.php 

高経営責任者 – Kelimbetov Kairat Nematovich 

 

国民福祉基金"Samruk-Kazyna" は、大統領令「国家経済の競争力と安定に関する措置」によ

り Samruk 基金と Kazyna 基金が合併され、2008年10月に設立された。Samruk 基金は2006年   

2月に当時存在していたほとんどの国営企業の連合により創設された。Kazyna 基金は2006年4月、

Bank of Development of Kazakhstan, Investment Fund of Kazakhstan, Fund of development of 

small business, the Kazakhstan Center of assistance to investments «Kazinvest»など既存の開

発機関を連合させる形で発足した。  

 

2007年の大統領教書では、カザフスタン経済の現代化における国有持株会社の定義と役割が示

され、ナザルバエフ大統領は「カザフスタンが競争力を維持し、世界経済への融合を成功裏に進

めるための国家戦略を実現するには、まず国有持株会社が先導的役割を担うべきである」と語り、

そのためには国際的な標準に即した作業が編成されるべきであるとされた。 

国有持株会社の連合は、透明性が向上し、理事会の活動が拡大され、内部監査の質的向上も顕

著になっており、特に大規模国有企業に対し、様々な肯定的結果をもたらしていることは特筆す

べきである。 

 

現在、基金はその100％が Kazmunaigas (石油および天然ガス)、 Kazatomprom (ウラニウム)、

Kazakhstan Temir Zholy (鉄道運輸)、 Kazakhtelecom (通信、45,9％)、Kazpochta (郵便)、空港、

開発機関などの国有企業や、主要銀行・採鉱企業・冶金企業などに対する国有株(Kazakhmys に

14,99％、ENRC に11,65％)から構成されている。関係事業体は、AO ‘ National Mining Company 

“Tau-Ken Samruk”’の全体を含む404社である。  

 

巨大持株会社を創設する政治的目的は、制度的・政治的に競争が欠落していることを補い、国

家と社会の相関関係が脆弱で非政治的なものであることを相殺するためである。これを代替する

には、厳格な公開と外部統制（カザフスタンの場合、公開ではない）を持つ企業経営が必要であ

ると考えられている。当該基金は経済に対する国家による統制という概念のシンボルとなってい

る。 

国家としては、通商が国家の社会問題やインフラ問題を解決する有効な手段とはなりえないと

いう結論に達している。経済が成長状況にあり、市場状況も良好である中、大規模な銀行および

国有企業は、直接投資を含む資本の漸次的輸出か、または競争相手の抑圧機能を与え、一族経営

の企業の温床となり得る国家構造との共生という2つの戦略のうちいずれかを選択してきた。一般

に企業や銀行は国家権力が弱いことを利として来た。カザフスタンの政治体系は完全な国家統制

を取っていたが、近年では政治的に自由を拡大する方向を取ってきた。 

 

経済的目的としては、(1)原料採掘セクターへの依存低減、(2)海外市場において競争力を持つ強

力企業の創設、(3)海外市場やニッチ市場へのアクセスを容易にする、(4)国有企業における企業ガ
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バナンスの効率向上というコンセプトを有している。2008年10月、大統領は金融危機に対応する

新目標を据え、「Samruk-Kazyna 所有は、カザフスタンが世界的危機を克服するための国家的プ

ログラムの中心であり、政府にとって国家の可能性を向上させるための基本的な手段である」と

した。 

 

カザフスタンでは、韓国やシンガポールにおける法人国家や PPP の経験を例としている。

2007-2008年にはロシアでも強力な国有企業を設立する同様の動きが見られたが、2009年にはメ

ドベージェフ大統領を含むロシア指導部により国有企業の効率は低いということが公然と示

された。ロシアにおける国有企業の設立は、企業セクターの影響力の増強への保護的対応策と

いう色彩もあったが、国有企業は CIS 諸国経済において今後もしばらく重要な役割を果たすで

あろう。 

 

大統領は、国有企業の非効率の脅威について、「我が国の国有持株会社が統制不能の不安定な複

合企業体になり、国際市場で競争力を失うような事態を受け入れる余裕はない。ある種の特権体

系を通じて財務的な着服が横行するような危険を回避する必要がある。国有持株会社は国有企

業・機関の活動を代替してはならず、逆に国有企業・機関の新たな経済活動を強化し、機能の重

複や非生産的な競争や類似性を排除し、効率と透明性を高めなければならない」と警告を発した。 

反対派からの批判としては、これによりある種の二次的政府が発生し、これが経済支援ではな

く、政府自体が持つ権力を再分配する係争に没頭するという指摘がある。当該基金の理事会およ

び政府は首相により統括されているが、内部における係争が発生しかねないという指摘は一理あ

る。 

 

別の問題点として、企業の目標と国家の目標に一線を画することが困難であるということがあ

る。"Samruk-Kazyna"基金が独占価格の設定や苦境に陥った場合に、国家による財政支援を受け

るなど国家とのコネクションを利用した手段を取らず、運営効率を犠牲にして企業効率を向上さ

せなければならないという一般的な「ルール」が国家権力により導入されている。この場合、

Expert-Kazakhstan によれば、次のような利害の衝突リスクがあるという。(1)国有企業の意思決

定プロセスが厳格化されており、中央部からの直接の指示に従って国有企業の協調作業を調整す

る必要が生じることが既に見受けられている。(2)上部構造における大部分の国有企業の活動は通

常不透明で、汚職や財務上の不正行為に発展する可能性が発生する。国有企業の多くが透明度を

高めているものの、大部分ではまだ満足できるレベルには達していない。   

 

国家統制を受けている企業の中で も効率的な管理システムを有している KazMunaiGas の例

が指摘できる。この企業のもっとも特筆すべき点は、投資誘致力に配慮し、国家を主要株主と

して優遇するのではなく、株主の利益を優先することを強制するロンドン証券取引所に上場し

ている点である。国有企業の新規株式公開というアイディアはカザフスタンでも数年前に出さ

れてはいたが、未だ広く用いられる手段ではない。企業ガバナンスは、国有企業では一般に株

主の一部として主要投資家を有することとして、むしろ質的なものである。 

 

Samruk-Kazyna は期待に応えていない  

経済分析センター長、"Racurs" Oraz Zhandosov 

国有企業の企業ガバナンスにおける 大の問題点は、政府が長期的発展についての明確な戦
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略的ビジョンを有していないことである。第二に経営者の指名が不透明なことである。経営幹

部の雇用基準が明確でなく、公開されていない。第三の問題点は、企業の不透明性である。例

えば、国家の調達プロセスに数多くの疑問点があることである。 

«Kazyna»に参与した開発機関の活動について: これら機関の事業は国有企業よりもさらに

低いレベルにある。Kazyna （およびKazyna に参与した企業）は、資源志向の「独占的性質

をもつ」国有企業を創出するために作られたのではなく、資源ベースではなく、画期的な新し

い革新的製造業者創出のために作られたものである。しかし、Kazyna設立後6年間、資源と関

連のない企業創出に目立ったものはない。  

また、"Samruk-Kazyna" に課せられた第三の機能は、対不景気措置であった。これまで政

府は常に具体的な政策決定とその実施が後手に回っている。カザフスタンでは金融危機の影響

が2007年8月から既に見られていたにも関わらず、2008年10月になってやっとこの対不景気措

置が取られたことがすべてを物語っている。 

出典: Expert-Kazakhstan 出版物から要約 

 

当該基金は国家支援による「画期的」プロジェクトに参与している。 

・ Ekibastuz国有地域第二発電所 の第三発電設備の建設  

・ Mojnaksky HPS建設 

・ «the North-south of Kazakhstan»横断 500 кВ 第二伝送線路建設 

・ 国内配電網第一段階の現代化  

・ "Northern Kazakhstan - the Aktyubinsk area"地域間電気感染工事  

・ JSC "Kazakhtelecom"電気通信網のNGN 技術導入、100万名利用可能レベル  

・ СDMA技術利用による農村地域通信網の現代化・発展  

・ Astanaにおける 機関車組立工場建物 

・ 繊維完成品の製造  

・ 多結晶シリコン製造工場建物 

・ Balkhash PS建設  

・ 初のAtyrau地域における天然ガス化学複合施設の建設  

・ Bejneu-Bozoj-Akbulakの天然ガス輸送管路建設 
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15-18 国有採鉱企業 ‘Tau-Ken Samruk’ 

 

JSC 国有採鉱企業«Tau-Ken Samruk» はカザフスタンで営業

する国有採鉱業者である。  

JSC «Tau-Ken Samruk» は JSC 国民福祉基金

"Samruk-Kazyna”のグループ企業に参与している。. 

 

010000, Astana, D.Kunaev 

Str., 12/1 

tel. 8 (7172) 500654 

メールアドレス:  

info@tks.kz; www.tks.kz  

当該企業は、2008年10月13日に行われたカザフスタン政府の拡大会議で固体鉱物の探査・開発・

採掘・加工・販売の各分野における活動の実現とカザフスタンの鉱物備蓄の再生産について提示

された大統領指示を実施するため、2009年1月15日第10号政府令に基づき設立された。 

 

主要目的 

・ 国内の採鉱・冶金資産の管理と国内鉱物原料複合施設の発展における経済的戦略的国益の推

進。  

・ 新技術の導入と地下資源利用プロジェクトに対する国の参与効率向上によりカザフスタン鉱

業の潜在力を明らかにする。  

JSC «Tau-Ken Samruk» 開発コンセプト 

 

社是 – 鉱業・冶金業の持続可能な発展に参与することによりカザフスタン経済の成長と競争力を

支える。 

 

企業発展のための戦略的プライオリティ 

・ 固体鉱物の探査・採掘・複雑加工、希土類金属の製造。  

・ 新加工開発、付加価値生産。  

・ 「探査・採掘・富化・冶金・加工」のチェーンにおける革新技術の完成と導入。 

・ プロジェクト実現における既存および新規の調査と技術的潜在力の利用。  

・ 地下資源利用プロジェクト実現における利益実現。 

 

当該企業の活動における基本的手法は次のとおりである。(1)国有鉱床内のカザフスタン地下資

源利用目的物に関して、有資格機関と直接交渉を行う権利、(2)地下資源利用権譲渡の取得におけ

る国家の優先権および地下資源の企業利用者としての参加権の行使、(3)鉱山資源の取得可能性の

考慮。  

報道によると、NC «Tau-Ken Samruk»の承認された資本額は6,365万 KZT に上っている。設立

資金はカザフスタン政府により割り当てられたものである。 

 

 

鉱物名 鉱床数 

金 60 

石炭、褐炭 43 

チタン、ジルコニウム 6 

鉄、マンガン 38 

地下資源利用とは切り離されており、330の

目的物からなる も注目される固体鉱物の鉱

床リストが作成されている。左の表に鉱床数と

鉱物の種類のデータがまとめられている。約60

か所の鉱床に関する情報がwww.tks.kzに提供
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ボーキサイト 16 

モリブデン、タングステン 16 

銅、polymetals 79 

希有金属 16 

バライト鉱石 5 

バナジウム 2 

珪灰石 3 

錫 5 

鉱物類 1 

金 10 

石炭、褐炭 30 

出典: Tau-Ken Samruk. 

 

Tau-Ken Samruk によると、カザフスタンの

確認埋蔵量の開発量は平均10-15％である。鉄

鉱石の鉱床55か所のうち19か所の大規模な鉱

床が探査済みである。マンガン鉱石の鉱床34

か所は探査済みが10か所である。クロマイト

鉱石の鉱床20か所は探査済みが13か所であ

る。金の鉱床282か所のうち75か所が開発済み

である。 

されている。プロジェクトは、戦略的パートナ

ーの参与を得て実現される場合と参与なしで

実現する場合と両方が想定されている。JSC 

Tau-Ken Samruk のプロジェクトへの参与方

法と新プロジェクトへの資金調達は交渉中に

同意を得ることになっている。 

 

JSC «Tau-Ken Samruk»: 予算により提供され

る地下資源利用権および/または he Right of 

subsoil use and/or money resources in the 

limits provided by the budget. 

パートナー: 財源、機器とOS、技術と検査、そ

の他資産。 

 

パートナーになるには次の要件を満たして

いなければならない。  

- 地質学的試掘、埋蔵量の算出、地球物理学調

査、採鉱生産設計の作業実績。  

- 複雑な試掘作業を行う上での財務的・行政的

実力とチゼルおよび必要な付属機器の所有権

を有すること。  

- 国際標準JORCに基づく鉱物埋蔵量および資

源量の概算に関する専門家を有すること。  

- 未払い税金および第二級銀行へ返済遅延が

ないこと。 

 

企業経営 

2009年12月、JSC Samruk-Kazyna,の理事会による推薦を受け Baizhanov Uhlan S. (JSC 

Samruk-Kazyna 採鉱・産業資産分野を統括する本部長) が JSC Tau-Ken Samruk 理事長に選出

された。 

JSC Tau-Ken Samruk 理事会役員である Svyatov Bolat A. が理事長に指名された。B.Svyatov 

は1958年生まれ、Kazakh state university 化学学部卒業。Institute of metallurgy and enrichment

大学院で非鉄金属・希有金属の冶金を専門に研究を行い、技師・化学者の資格を取得、Academy 

of national economy at the RF Government (財務管理の高等教育機関)で«財務管理»を専門に研

究を行い、管理修士号を取得。カザフスタンの大規模産業採鉱・冶金企業数社で管理職を歴任。

Pavlodar アルミニウム工場販売部長、Aksusky 合金鉄工場長、Kazchrom ジェネラル・ディレ

クター、Kazakhstan 採鉱・冶金会社理事長、Tarazsky 金属加工ジェネラル・ディレクター。  

Tolymbekov 氏は、大学教授、カザフスタン共和国国家賞受賞、Chemical-metallurgical institute

取締役を務めている。社外取締役に選出された。 

出典: IA Novosti-Kazakhstan、2009年12月11日。  
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Kunakaev Sayahat A. - 副理事長  Karaganda metallurgical combine 高等技

術教育機関卒業。Karaganda metallurgical combine、カザフスタン共和国国

家物流委員会、カザフスタン共和国国家国際経済関係委員会などに勤務。産

業貿易省、経済貿易省、投資庁で管理職。エネルギー・鉱物資源省地下資源

利用直接投資部長。  

 

 

Rakhimov Sejtkali S. – 副理事長 Karaganda state university 法学部および

Kazakh economic university 卒業. Labour activity began in Karaganda 地域

Zhajremsky mining-concentrating combine 法務部法務顧問、カザフスタンナ

ショナル銀行法務部主任弁護士を務める。JSC NKTN "KazTransOil" および

JSC "Kazakhstancaspiishelf"の法律業務責任者 . In trading house 商社

«KazMunaiGas»で法務部長。JSC カザフスタン開発銀行副社長。 

 

Izbaskhanov Kylyshbek S. - 生産・工学本部長  

Kazakh Polytechnic institute 卒業。Ust Kamenogorsk lead-zinc combine に

勤務。Kazakhstan 国有資産委員会委員長。国有企業数社で管理職を務める。

Shymkent 市長、South Kazakhstan 州知事補佐官。2009から«Tau-Ken 

Samruk»生産・工学本部長。 

 

 

Ahmurzin Eric M. – 財務本部長 Kazakh State University of Al-Farabi 卒

業。Tokyo institute of technologies で研究。企業ガバナンス修士。er in 

"corporate governance". Has worked as deputy director of Department of 

budgeting, planning and economic analysis in FNB "Samruk-Kazyna"予算・

企画・経済分析部副部長、НК «Kazmunaigas»予算編成・指示的計画部副部

長。2009年から JSC Tau-Ken Samruk 本部長。. 

 

Zhakupov Nurlan K. – 経営企画本部長  

Moscow State Institute of International Relations卒業。2001 - 2003年"ENRC" 

(Almaty)金融アナリスト、2003-2004年 Chambishi Metals PLC (Zambia)銅・

コバルト工場長。2004 – 2007年 Research, Investment and Development LTD 

(Moscow)プロジェクトマネジャー、プロジェクト財務責任者。 

2008年 Credit Suisse (Moscow)採鉱・冶金探査部アナリスト。 
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15-19 国営石油会社 KazMunaiGas (KMG) 

 

国営企業の設立プロセスは、石油・天然ガス業界の民営化過程で始まったものである。1997年

3月、カザフスタン石油・天然ガス産業省が廃止され、国営石油・天然ガス会社 Kazakhoil が設立

された。これにより石油・天然ガスプロジェクトおよび石油・天然ガス企業へのカザフスタンの

参与権が同社に移転された。1997年4月には国営石油輸送会社 KazTransOil が、2000年2月には関

連会社 KazTransGas が設立された。これを基礎として、2001年5月には石油・天然ガスパイプラ

インのトランクラインを管理する国営企業 Oil & Gas Transport が設立され、Caspian Pipeline 

Consortia や TengizChevrOil および外国人投資家との大規模合弁事業におけるカザフスタンの権

益が管理されるようになった。カザフスタン大統領令により2002年2月20日、Kazakhoil および

Oil & Gas Transport のの国営企業2社の資産が統合され、国営企業 KazMunaiGas (KMG)が設立

された。同社は、国内市場において売却される資産すべてに対して取得優先権を有し、大陸棚プ

ロジェクトすべてにおいて各プロジェクトの50％以上を引き受ける形で参加する点で、市場にお

いて特別な地位にある。石油・天然ガスセクターの国有資産はすべて同社に集中されている。 

 
   

KMG の買収・資産 

Tengizshevroil 20 ％ 

Kazakhoil-Aktobe 50 ％ 

JV Kazgermunaj Open Company  50 ％ (2006)

Batumi oil terminal (生産量年1,500

万トン) 

(2006) 

PetroKazakhstan 33 ％ 

CITIC Canada Energy Ltd (JSC 

"Karazhanbasmunai"の基本財産) 

(2007) 

Kashaganプロジェクト: KMG持分

再配分後、Eni, Total, ExxonMobil, 

Shellなど他の参与企業と同等にな

っている。 

持分8.33％ 

から16.81％ 

に増加(2008)

Dead Kultuk大陸棚サイトの探査・

採鉱契約 

(2008) 

Open Society 

"Mangistaumunaigas". Mangistau 

Investments B.V. を 通 じ て

Indonesian Central Asia Petroleum 

Ltd (CAP)から買収、中国CNPCと対

等の立場で設立。 

50 ％ + 2 

議決権 

(2009) 

The Rompetrol Group N.V. (ルーマ

ニアに精製所２か所、欧州諸国にガ

ソリンスタンド630か所) 

100 ％ 

(2009) 

 

カザフスタンの石油産業において、

ここ数年は国家の影響力が強まる傾向

にある。KMG はこの政策における指

揮者の役割を果たしているが、KMG

の利用可能な鉱床の大部分は古いもの

で、同社は新しい鉱床に関心を持って

いる。優先権を有しているため、KMG

は複合石油回収レベルをかなり向上さ

せられるようになっている。また、

KMGの海外におけるプレゼンス強化

にも政府から支援が与えられている。

2008年のKMGグループの石油・天然

ガスの凝縮液回収量は約1,800万トン

に達しているが、カザフスタンの全生

産量は7,060万トンである。その他の主

要石油採掘会社はすべて20カ国に上る

国からの海外投資を得ている。KMG 

はカザフスタン100大企業の収益の5分

の1を実現するカザフスタンの主導的

企業になっている。2008年のKMG 売

上は80％増を記録した。 

 

 

外国メジャー石油会社のカザフスタン進出は、1993年4月に米 Chevron とカザフスタン国有企

業 Tengizneftegas が4年越しの交渉をまとめ、持ち株比率等分で Open Company Tengizshevroil 
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JV を設立したことに始まっている。後に Mobil (25％) とロシア・アメリカ合弁企業 LUKArco 

(5％)が同プロジェクトに参与、カザフスタンの持ち株比率が25％、Chevron の持ち株比率が45％

に低下した。2000年にはカザフスタンが Chevron JV の持ち株5％を4億5000万 US$で売却した。

石油生産量は1日当たり25万バレル以上の10倍に増加している。 

大規模の石油・天然ガス鉱床を外国企業に譲渡することにより独立を目指す初期の政策はま

ったく効果的ではなかったようである。それを示唆するのが、1996年のカナダ企業 Hurricane 

Hydrocarbons Ltd（2003年6月以降は PetroKazakhstan Inc.）による Kumkol 鉱床を所有し、運

営していた国営 JSC Yuzhneftegas などの買収である。同カナダ企業は Yuzhneftegas のほか、

Kazgermunai および Turgai Petroleum (後に KMG が10億 US$で JV KazGerMunai の持ち株を

買い戻している)の2社の合弁企業の持ち株50％を取得した。Hurricaneは6年間で2億8000万US$に

上る投資を約束したが、亀裂修復用の旧式で中古の機器の価格が過大評価されて、生産用投資と

位置付けられていた。そこで、カザフスタン財務管理機関との間で各種違反への複数の処罰をめ

ぐ り 何 度 も 衝 突 が 発 生 し 、 2005 年 に Hurricane Hydrocarbons Ltd ( 当 時 、 既 に

Shymkentnefteorgsyntez の経営権を取得)は、41億8000万 US$で中国 CNPC に売却された。それ

でも同社新経営陣は石油精製企業 PetroKazakhstan の33％と関連会社 Kazgermunai の50％を

KMG に対して譲渡せざるを得なかった。 

今後の石油採掘増基本計画は、1997年 PSA の限度内で国際コンソーシアムにより開発される

Kashagan プロジェクト(2009年1月まで - Agip KCO)と関連付けられている。1998年秋、カザフ

スタンは5億 US$で当該鉱床の持分 (14.29％ )を日本 Inpex Nord Ltd および米国 Phillips 

Petroleum Co の新規参与者に売却している。2005年春にはコンソーシアムから買い戻しを行った

が、9億1300万 US$で8.33％を買い戻したに過ぎず、しかも買い戻し分の半数はプロジェクトを脱

退する英国 BG Group の持分であった。2008年秋には長期にわたり紛糾していた交渉がまとまり、

新たな合意が調印され、所有比率が16.81％まで増加した。同合意に基づき、採掘（既に4度目）

は2013年まで延期され、資本投資も570億 US$から1360億 US$まで増額され、KMG はプロジェ

クト主要参与者になっている。プロジェクト運営機能の Agip KCO コンソーシアムから North 

Caspian Operating Company (NCOC)への譲渡が2009年1月実施されている。第一段階が開始され

た後、生産工程は Shell が管理に当たり、後に KMG の役割を徐々に強化させることになってい

る。 

 石油精製に関しては別の発展がみられる。カザフスタンでは Atyrau、Pavlodar、Shymkent

の3か所で石油精製所が運営されている。1991年の採掘量は2,520トンで、うち1,800万トンがカザ

フスタンで加工されていたが、2008年には輸入された670万トンを含む1230万トンの石油が加工さ

れたにすぎない。現在ではすべての精製所に国が株主として参与しており、Atyrau は完全国有、

Pavlodar および Shymkent は一部国有である。国は、地下資源利用者が採掘した石油を国内で加

工するよう誘致することに成功していない。 

精製所の設計容量は（高度の劣化により）現在、1450万トンとなっている。2009年の石油精製

量はほぼ容量一杯の1,350万トンに達する見込みである。カザフスタンエネルギー・鉱物資源省で

は、新たに精製現代化に取り組んでおり、2009年2月末には7年計画で石油精製再建計画が提起さ

れた（2009年5月14日第712号政府令「2009～2015年カザフスタン共和国精製開発のための包括的

計画承認について」）。計画では、高級ガソリン、ジェット燃料、ディーゼルなど主要石油製品の

国内市場を完全な飽和状態にし、カザフスタンのエネルギー安全保障を確保することを目的とし

ている。カザフスタンの石油精製再建には、30億 US$以上(Atyrau 18億9000万、Shymkent6億8000

万、Pavlodar 5億7000万)が必要であると見込まれるが、これにより原油加工能力が250万トン増
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強され、2013年には石油製品の輸入を押し下げ、計画終了の2015年には加工量を1,700万トンまで

引き上げるとしている。 

 

 Atyrau Oil Refinery における芳香族製品生産複合施設建設のターンキー契約が LLP “Atyrau 

Oil Refinery” (subsidiary of JSC 商社“KazMunayGas”の子会社)と中国 Sinopec Engineering

の間で2009年10月29日、Atyrau で締結されている。 

 

KMG ウェブサイト: http://www.kmg.kz/page.php?lang=2 
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16 鉱物資源 

 カザフスタンは、鉱物埋蔵量の量・種類において世界でもトップレベルにある。国内で、石油・

天然ガス採掘、ウラニウム・石炭産業、各種鉱石・非金属鉱物の採掘および加工、鉄・非鉄冶金

が発展している。鉱物・冶金複合施設は、伝統的にカザフスタン経済における基幹産業のひとつ

である。国内には、採鉱・加工企業、鉱物・金属の輸出企業が200社以上存在している。 

 

16-1 世界の鉱物埋蔵量におけるカザフスタンの位置 

カザフスタン国家

地質委員会  ロシア、「鉱物」庁(2007年1月1日) 

 

国内の

鉱床数** 

世界の確

認埋蔵量

に占める

割合(％)*

世界ラン

キング 資源量 

世界の資

源量全体

に占める

割合(％) 確認埋蔵量 

世界の確

認埋蔵量

に占める

割合(％)

石炭(百万トン)  3.1 6* 127,541 3 31,279 3.1

ウラン (千トン) 58 18.9 1 751.6 17.3 344.2 13.2

金 (トン) 281 2.7 8 1,800 1.6 615 1

銀 (トン) 128 16 4 38,000 3.8 29,000 4.3

銅 (千トン) 99 7.1 8 30,000 1.8 18,100 3.3

鉛 (千トン) 84 22 5 16,278 8 11,517 10.4

亜鉛 (千トン) 82 15.4 4 29,770 6.1 24,150 9.5

ニッケル (千トン) 40 1.4 8 1,760 1.1 890 1.5

コバルト (千トン)  3.9 5* 80 0.62 42 0.62

鉄 (百万トン) 43 6 5* 19,000 4 4,153 2

マンガン(百万トン) 33 30 4 600 3.9 426 8.1

クロマイト鉱石  

(百万トン) 23 37.6 1 1,316 8.5 317.6 13.14

出典: カザフスタン地質委員会のデータにより作成 (*2003年1月1日まで; ** 2010年まで), ロシア

鉱物庁 

 

 地質委員会によると、カザフスタンが世界の採鉱量および（または）鉱物生産において占める

地位は、クロム酸塩が2位、チタンが2位から3位、亜鉛が6位、マンガンが8位、鉛が6位、銀が9

位、ウランが5位、銅が10位であり、石油・天然ガス・石炭・鉄についても世界20位以内に入って

いるという。また、銅・ウラン・チタン・合金鉄・鋼鉄の世界市場においてもカザフスタンは重

要な役割を果たしており、クロムではユーラシア大陸における独占生産国である。また、鉄・マ

ンガン・石炭・アルミニウムに関しては域内（CIS 諸国、中でもロシア）市場に大きな影響力を

有している。 

 

 開発中の埋蔵鉱石は基本的に East Kazakhstan、Karaganda、Aktyubinsk、Pavlodar などの地

域に集中しており、銅・鉛・亜鉛・チタン・マグネシウム・レアメタル・希土類金属が産出され

ている。 
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16-2 主要鉱物、鉱床、採掘、生産 

 

 国内の鉱物量のうち、炭化水素原料が200鉱床以上を占める。炭化水素の推定資源量は、様々

な地質構造と石油と天然ガスが飽和した層序が幅広くあることを特徴とする沈殿池15か所と関連

がある。このことから、石油・天然ガス資源の本質的な増加につながることは確実である。 

 

 ウラン埋蔵量は主に (Mynkuduk Karamurun などの鉱床)の水素鉱床に集中しており、地下脱

塩方法での採掘に適していることが、カザフスタンの埋蔵ウランの特徴である。採掘と加工製造

は全般的にウラン原料のディープ加工を行う国営企業 NAK Kazatomprom が管理している。ウ

ランの推定資源量は経済的鉱量に匹敵するものであり、主に Southern Kazakhstan 地域に集中し

ている。 

石炭埋蔵量は、Central Kazakhstan および Northern Kazakhstan (Karaganda, Ekibastuz など)

における5か所の大規模石炭盆地と関連がある。これら石炭盆地には、300か所以上の鉱床が含ま

れ、さまざまな時代・種類の構造を持つ鉱石を産出している。石炭の推定資源量は確認埋蔵量の

数倍である。  

 

カザフスタンは、冶金の持続可能な発展維持と需要増に対応した採掘量増産にも十分な相当量

の鉄類資源量を有している。 

埋蔵されている鉄は、主に高質の磁鉄鉱石を有する Northern Kazakhstan (Sokolovsky, 

Sarbajsky など)のスカルン鉱床である。年間約8000万トンの設計容量で鉱山10か所を有する大型

複合施設が6か所運営されている。カザフスタンの鉄鉱石埋蔵量は推定166億トンである。確認さ

れ、加工用に備えられている埋蔵鉄88億トンのうち73％が容易に採掘できる状態にある。鉄鉱石

全体のうち約90％が JSC «Sokolovsko-Sarbajskoe mining-production association»と JSC 

«Lisakovsky GOK»により採掘され、Kostanaj 地域に存在している。生産された製品は主にロシ

アと中国の鋼鉄工場に販売されている。 

 

16-3 2008年の主要鉱業品地域別構成 

2008年の主要鉱業製品類の地域別構成共和国別％比率 
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凡例: 

石炭     鉄鋼 

石油     銅鉱 

凝縮ガス   亜鉛鉱 

天然ガス   マンガン鉱 

ペット鉄   クロム鉱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008年の主要冶金製品類の地域別構成共和国別％比率 
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凡例: 

鋳鉄        精製銀 

鋼鉄        精製金 

圧延平鋼      非精製アルミニウム 

フェロアロイ鉄合金 非精製鉛 

精製銅       非精製亜鉛 

 

マンガンの産業用埋蔵量はすべて Central Kazakhstan に集中しており、酸化物と炭素-ケイ酸

塩-酸化物の鉱石（Ushkatyn III, Western Karazhal などの鉱床）として提供される。Karaganda

地域には鉱業5社が存在し、ここで加工されるマンガン鉱石は約6億トンであるが、カザフスタン

の年間採鉱量は約50万トンである。マンガンの等級は比較的高い（25％に上る）が、リンと硫黄

の等級は低いことから、加工コストをかなり押し下げている。主要顧客はロシア企業である。 

 

 クロム鉱石の 大基地は Aktyubinsk 地域で、2億6000万トンの確認埋蔵量と7億トンの確認埋

蔵量が集中している。高質の鉱石(酸化クロム45-50％)を特徴とする鉱床で、West Kazakhstan 

(Millionnoe, Almaz-Zhemchuzhnoe などの鉱床)の Kempirsajsky における比較的狭い区域にある

ダナイト鉱石に沈殿している。確認埋蔵量を数倍上回る可能性があると期待されている。 

 

 銅の確認埋蔵量は3,700万トンと見込まれる。銅鉱床90か所以上が確認されている。 大規模は

Dzhezkazgan 含銅砂岩鉱床で、Aktogajsky 鉱床および Aidarly 鉱床は斑岩銅タイプである。カ

ザフスタンの銅鉱床の主な産業タイプは層状、黄鉄鉱、斑岩銅、スカルンである。経済的埋蔵量

と銅鉱床の基本量は East Kazakhstan および Central Kazakhstan に集中している。銅の溶解業

のための鉱物資源を開発する可能性は、East Kazakhstan (Artemevsky, Kosmurun, Akbastau な

ど)の複数の黄鉄鉱多金属鉱床と関連がある。高質の鉱石を有する Central Kazakhstan の

Nurkazgan 斑岩銅鉱床やカザフスタン 大規模の鉱床の一つで南部に位置する Shatyrkol 鉱床、

Zhezkazgan 採鉱区域の Zhaman-Ajbat 鉱床は開発に備えられている。斑岩銅タイプの大規模鉱



－164－ 

床である Aktogai 鉱床、Aidarly 鉱床、Koksai 鉱床、Bozshagol 鉱床は相当の潜在力を有してい

る。これらの鉱床開発には、まず低等級の鉱石採掘の採算を上げるための技術問題を解決するこ

とが先決である。 

 含銅鉱石の採掘は、関連会社である JSC "Kazakhmys"、JSC "Kazzinc"、Aktyubinsk copper 

company が担当するが、いずれも銅精鉱生産の能力を有している。また、銅精鉱は Kazzinc の

«Tekelijsky 採鉱・加工複合施設»で生産され、クリンカ加工も行う。生産された銅精鉱の基本量

は精銅の生産に使用され、一部は輸出される。銅精鉱の輸出量は10万から20万トンの間で変動し

ており、中国・ロシア・ウズベキスタンに出荷されている。 

 

16-4 開発準備中の銅・亜鉛・鉛の埋蔵量 

経済的埋蔵量、単位千トン 鉱床 

銅 鉛 亜鉛 

地下資源利用者 

Nurkazgan* 1,845 - - Kazakhmys 

Zhaman-Aibat* 2,724 354 25 Kazakhmys  

Shatyrkolskoe* 866 - - Kazakhmys 

Shalkiya* - 1,634 5,429 Shalkiya Zinc Ltd. 

Aktogai 5,885 - - Kazakhmys 

Aidarly 5,871 - - Kazakhmys 

Bozshagol 1,269 - - Kazakhmys 

Kyzyltu 254 - - Kazakhmys 

Koksai 1,640 - - NAC Kazatomprom 

Vesenne-Aralchinskoe 197 - 191 TOO Aktubinskaya copper 

company 

Limannoe 592 - 644 TOO KazGeorud 

Kundyzdy 372 - 419 TOO Copper Technology 

Priorskoe 382 - 1,410 TOO Copper Technology 

Chekmar - - 2,380 OAO Leninogorsky PMK 

Obruchevskoe 43 114 318 AO Kazzinc 

Zhairem Otkrytyi 42 1,146 2,694 AO Zhairemskyi GOK 

Kokzaboi - 45 156 AO Ainur-Tas 

Uzunzhal - 1,217 477 TOO OralElectroService 

Talap - 262 525 TOO Shalkiya Zinc Ltd. 

注: * - 開発に備えられている。 

出典: 地質委員会、2010年3月。 

 

 黄鉄鉱の鉛・亜鉛鉱石の埋蔵量のうち開発済みのものは、精鉱企業が営業している East 

Kazakhstan 地域に主に位置している。South Kazakhstan で大規模な Shalkia 鉱床の開発が計画

されている。銅・亜鉛の採掘は、銅・黄鉄鉱鉱床(October, Kundyzdy, Priorsky などで50年間)を

中心に West Kazakhstan で開発される可能性がある。 

 

亜鉛の確認埋蔵量は2,570万トンであると概算されている。亜鉛埋蔵量は80か所以上の鉱床に

集中しており、もっとも一般的なタイプは多金属鉱石である。亜鉛鉱石が採掘されている鉱床は
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16か所である。公式統計によると、亜鉛精鉱の 大量は2006年の40万7,000トンであったという。

亜鉛精鉱は一部輸出されており、特に2006年には16万5,000トン、2007年には23万8,000トンが主

にウズベキスタン・ロシア・中国に輸出された。 

 

 カザフスタンの鉛の確認埋蔵量は1,170万トンと概算される。カザフスタンの鉛埋蔵量は80か所

以上の鉱床に集中している。Infomine によると、鉛鉱が採掘されている鉱床は15か所であるとい

う。鉛精鉱の鉛総量は2万5,000トンから5万トンレベルで生産されている。鉛精鉱中の鉛基本量は

Kazzinc が生産している(2007年には58％以上)。鉛原料の不足は鉛精鉱の輸入（ボリビア、ペルー

などから）で補充され、ロシアからは鉛スクラップを輸入している。世界の金属鉛生産における

カザフスタンの占める割合は2006年において約2％であった。鉛のほとんど(近年は88-93％)は主

にスペインとロシアへの輸出用である。 

 

 ボーキサイトは鉱床20か所以上が確認されており、埋蔵量のほとんど(約 90％)が Kostanaj 地

域(West Turgajsky and Central-Turgajsky bauxite areas)に集中している。鉱床10か所が開発さ

れている。Torgajsky ボーキサイト鉱山(ТБРУ)では East Turgajsky グループ(Arkalyksky, 

Severnoe, Nizhne-Ashutsky, Verkhne-Ashutsky, Ushtobinsky などの鉱床)のボーキサイトが開

発されている。Krasnooktjabrsky ボーキサイト鉱山(КБРУ)では West Turgajsky グループ

(Belinsky, Ajatsky, Krasnooktjabrsky, Uvalinsky and Krasnogorsky などの鉱床)のボーキサイ

トが開発されている。ТБРУ および КРБУ は JSC Aluminium of Kazakhstan に属し、採掘

されたボーキサイトは加工用に Pavlodar アルミ工場へ送られる。カザフスタンのアルミニウム

は酸化アルミニウムとして基本的にロシアおよびタジキスタンへ輸出されている（年間1500万ト

ン）。 

 

 カザフスタンにはニッケルおよびコバルトの可採鉱床が40カ所ある。鉱石採掘は2000年前後に

停止されており、採掘済み鉱石は加工用に Yuzhuralnickel and Buruktalsky 金属工場(Russia、

Orenburg 地域)へ納品されている。これまでに複数のニッケル・コバルト鉱石採掘・加工プロジェ

クトが実現されている。 

 

 金の確認埋蔵量は約1,700トンと見込まれる。国内の埋蔵量のうち金を埋蔵する鉱床が263か所

あるが、これらは基本的に小規模鉱床である。カザフスタンの金埋蔵量は実際には含金鉱床の経

済的埋蔵量である。金鉱区および含金鉱石は16か所の鉱区に集中しており、そのうち East 

Kazakhstan の Kalbinsky および Rudno-Altay (Bakyrchik, Bolshevik, Ridder-Sokolnoe などの鉱

床 ) 、 North Kazakhstan の Kokshetausky および Zholymbet-Bestobinsky (Vasilkovsky, 

Zholymbetなど)、Southern KazakhstanのShu-IlijskyおよびDzhungarsky(Akbakai, Beskempyr, 

Arkharly など)、Central Kazakhstan の Majkainsky および North Balkhash (Majkain, Boshekul, 

Sayak など)、West Kazakhstan の Zhetygarinsky および Mugodzharsky in (Komarovsky, 

Varvarinsky, Yubileiny など)がその主な鉱区である。埋蔵されている金の基本量は、銅鉱石と多

金属鉱石に含まれているもの(68％)である。大規模な金鉱床としては、Vasilkovsky (確認埋蔵量

360トン)および Bakyrchik (277トン)である。 

埋蔵量的にもカザフスタンの金鉱山としても、関連成分として金が採掘される黄鉄鉱と多金属

の複合鉱床が本質的な役割を果たしている。複合鉱床からの関連成分としての金増産の可能性は

限定的であり、鉛・亜鉛鉱山と銅鉱山の開発がカギとなっている。 
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金の推定埋蔵量は確認埋蔵量の3-4倍である。 

 

 銀埋蔵量は120か所以上の鉱床で確認されているため、その半数(約60％)が複合(銅・鉛・亜鉛)

鉱床に存在している。これら鉱床の鉱石に含まれる銀の等級は40-100 g/t である。銀埋蔵量のう

ち約25％が含銅砂岩(Zhezkazgan など)であり、銀の等級は10-20 g/t である。埋蔵量全体および

銀採掘における純粋な金・銀鉱石の割合は非常に低く、多金属・銅鉱石の富化において、銅・亜

鉛・鉛精鉱から銀が抽出される。Kazakhmys 関連会社 Zhezkazgantsvetmet and Balhashtsvetmet

の冶金サイクルにおける更なる銅精鉱プロセスにおいて産出される銅アノードスライム中に含ま

れる銀が中心的なものである。このスライムからの銀抽出は Balhashtsvetmet 精製所で行われる。

Kazzinc の Ust Kamenogorsk 鉛・亜鉛複合施設における鉛精鉱プロセスで産出される精製鉛か

らも銀が抽出される。 

 

16-5 国内埋蔵量として登録されている埋蔵量の競争力 

 カザフスタンの埋蔵量は競争力または潜在的競争力を持つものばかりではない。 

 もっとも高質で競争力のあるものは、鉄冶金用の埋蔵物である。地質委員会によると、国内の

クロム鉱石の確認埋蔵量は99％、マンガン鉱石の91％が競争力を有しているという。開発済みの

鉄鉱石鉱床には相当の割合 (96％)で実質埋蔵量が含まれている。非鉄冶金用の埋蔵量については、

競争力の指標で低い特徴を呈している。鉛69％、銅74％、亜鉛は92％である。銅の確認埋蔵量の

うち、競争力のあるものすべてが、現在活発に利用されている Central Kazakhstan および East 

Kazakhstan の鉱床に集中している。競争力のある埋蔵鉛・亜鉛の半数は開発済みまたは開発準

備中の East Kazakhstan の鉱床に存在している。潜在的競争力があると分類される残りの半数の

埋蔵量は、Central Kazakhstan で突出したサイズを持ち、その開発には相当の予算が必要となる

Zhairem 鉱床に集中している。低質の鉱石を含む Shalkiya 鉱床(South Kazakhstan)の大量の亜

鉛・鉛埋蔵量は、競争力があると分類されておらず、脱塩技術などを含む効率の高い採掘・加工

方法の採用が必要であるとされている。金の確認埋蔵量の競争力は十分であり、80年以上とされ

ている。確認埋蔵量のうち競争力があるとされるのはアルミニウムが51％(低質)、錫は69％

(Syrymbet 鉱床)、石炭は45％、ウランは61％(地下脱塩に適しているものが大部分)、チタン48％、

ニッケル34％である。 

 

16-6 鉱業および鉱物埋蔵量を有する主要企業の自立 

燃料・エネルギー複合施設 カザフスタンにおけるエネルギー原料埋蔵量は十分な信頼性がその

特徴である。ウラン・石炭業界の埋蔵量はかなり十分なレベルにあり、業界に提供される確認埋

蔵量で競争力のあるものは100年分以上である。石油業界に提供される確認（可採）埋蔵量で競争

力のあるものは70年分、天然ガスは85年分以上である。これは、石油・天然ガス採掘諸国の自立

レベルとして平均的なものである。  

 

鉄属―鉄・マンガン・クロム鉱石の確認可採埋蔵量は、鉄採鉱・冶金業における現在・将来的

な輸出需要に応えられる十分なレベルにある。競争力のある確認可採埋蔵量の設計採掘能力は、

鉄鉱石が80年以上、マンガン鉱石が100年以上、クロム鉱石が50年以上である。露天掘り作業の確

認埋蔵量はさらに短く、鉄鉱石が30年、マンガン鉱石が20年、クロム鉱石に至ってはわずか7年で

ある。可採量は全般に高い一方で、枯渇して行く埋蔵量と採掘の地下作業移行を代替できるよう

な新採掘能力の導入に問題点が存在している。 
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非鉄(ベースメタル)― 銅・鉛・亜鉛の埋蔵量は幾分切迫気味である。銅業界に提供される開発

済み鉱床からの確認埋蔵量は平均20年分で、鉛・亜鉛は25年分である。 

近年における銅・鉛・亜鉛生産増は、古くからある豊かな鉱床における集中作業がもたらした

ものであった。鉛・亜鉛業界の主な問題点は、(1)既存採鉱企業の営業分野において収益を上げら

れる埋蔵量を持つ鉱床が欠落しており、可採埋蔵量は 大で25年であること、(2)確認済み鉱床の

鉱区内に加工複合施設を建設する必要性。精鉱工場と製錬所がないため、開発されていない鉱床

がカザフスタン各地域に複数ある。銅および鉛・亜鉛業界の発展は、低質鉱石を効率良く採掘・

加工する方法の導入にかかっている。  

 

アルミ―アルミ関連は十分な可採埋蔵量を有している。埋蔵量のほとんどが、低質で加工しに

くく、炭素を多く含むボーキサイトであるが、確認埋蔵量の大部分(85％)が十分な競争力を持ち、

業界が70年安定して作業を行えるレベルにある。開発済み鉱床からの確認埋蔵量は36年分である。

アルミ埋蔵量は増加する可能性もあるが、«amangeldynsky»タイプの高質ボーキサイトが発見さ

れるかどうかはあまり重要ではない。  

 

貴金属―カザフスタンの金埋蔵量は、量的にも鉱石の質的にも、全体として海外の鉱床と同レ

ベルにあり、基本的に高い生産レベルを実現できる。金価格上昇に伴い、金業界の復活が際立っ

ている。金採鉱量は年々増加しており、投資家の投資により埋蔵量の再生が安定化されている。 

 

16-7 鉱物埋蔵量の再評価  

 近年、試掘作業が減ったことから埋蔵量の補充がなく、鉱物の埋蔵量減少傾向が全般的に悪化

してきていた。その結果、すべての主要鉱物(鉄とマンガンを除く)で確認埋蔵量が全体的に実質

年間0.5％から1.7％の割合で減少してきている。露天掘り作業で効率的に採掘するのに適したク

ロム、銅、鉛の確認埋蔵量は劇的に減少した。 

 地下資源利用者によるもっとも豊富な（銅、ニッケル、クロム酸塩、マンガン、亜鉛などの）

鉱石の選択的採掘は、地下資源の埋蔵量が質的に低下を続ける原因になっている。主要採鉱企業、

中でも非鉄冶金企業が利用できる埋蔵資源は危機的状況に達している。 

 地質委員会が1995年から行っている非鉄金属、レアメタル、貴金属の地質探査でも新鉱床の開

発には至っていない。鉛は1996年以降、ニッケルは1995年から2007年までの期間、工業用に分類

される埋蔵量に全く増加はみられていない。いくつかの鉱物（鉄、マンガン、金、亜鉛、チタン）

では工業用に分類される埋蔵量の増加があったが、これは主に既存の埋蔵資源の再評価と追加探

査によるものであった。 

 

1980-2009年のカザフスタンにおける鉱物埋蔵量の増加 

期間毎の数値 鉱物名  1980-2003年

における 

埋蔵量成長 1980-1990 1991-2003 

2008 2009 

鉛 千トン 7,387.1 4,532.9 2,854.2 172.6 

亜鉛 千トン 23,862.0 14,761.6 9,100.4 140.9 23.1

銅 千トン 23,574.9 19,166.7 4,408.2 600.0 1,318.6

ボーキサイト 千トン 124,007.0 75,603.0 48,404.0 591.4 120.3

クロム鉱石 千トン 191,138.0 165,279.0 25,859.0  
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マンガン鉱石 千トン 430,409.2 356,299.0 74,110.2  66.2

鉄鉱石 百万トン 5,998.2 2,402.6 3,595.7 1.6 524.5

金 Kg 1,707,634.1 794,665.0 912,969.1 43,900 55,200

チタン 千トン 8,611.6 430.0 8,181.6  

ニッケル 千トン 705.3 322.4 382.9  2001

コバルト トン 155,844.0 115,271.0 40,573.0  11,000

錫 トン 61,517.4 32,377.0 29,140.4  

タングステン トン 447,456.0 445,410.0 2,046.0  

モリブデン トン 756,265.0 753,601.0 2,664.0  8,200.8

ウラン トン 39,671.0 n/d 39,671.0 12,800 8,600

石炭 百万トン 132,671.0 11,509.2 121,161.7  18.5

バライト 千トン 1,826.2 n/d 1,826.2  340.5

燐灰石 千トン 2,448,181.0 2,081,465.0 366,716.0  

フッ素 千トン 3,255.9 1,339.0 1,916.9  

石油 千トン 2,619,039.0 1,481,881.0 1,137,158.0 241,000 45,200

天然ガス 百万m3 1,743,840.0 1,616,072.0 127,768.0 7,300 53,700

コンデンセート 千トン 694,963.0 688,415.0 6,548.0 1,100,000 15,700

出典: 地質委員会のデータにより作成. 

 

国家予算計上による埋蔵量増加 

鉱物名  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2003- 

2008 

金 Kg 8,873.5 2,222 5,786.2 26,063 32,612 10,400 85,957

錫 千トン 3.655 - - 3.655

銅 千トン 437.8 7 150.9 367.8 600 1,563.5

鉛 千トン 31.1 47.2 38.5 172.6 289.4

亜鉛 千トン 148.2 89.1 148.4 282.9 140.9 809.5

銀   66.4 329.8 556.6 1,007.5 568.5 2,528.8

出典: 地質委員会 

 

地質委員会は採鉱業セクターに関して次の問題点を指摘している。 

・ 採鉱作業が成長しているのに対し、埋蔵資源の再生は常態的に未処理のままであること。  

・ 短期的に収益を上げるため、豊富な層序のみ採掘することから埋蔵量が短期間で枯渇してい

る。例えば、多金属鉱石の採掘において貴重な構成部分は流出してしまっている。非鉄金属

生産量だけが顕著な増加傾向にある。 

 

16-8 地質探査活動 

2000年初頭まで鉱業界が「資本を投下していた」のはソ連時代に確認された埋蔵量であった。

地質探査は行われておらず、必要な投資も割り当てられていなかったが、2002年に行政手段によ

り投資家が地質探査への投資を増やすよう強制するようになってからこのような状況が改善され

た。近年、地下資源の地質研究への国による財源提供が徐々に増加しつつある。2003-2010年国家

鉱物原料複合施設の資源基板開発計画が地質・地下資源利用委員会により起草され、政府令によ
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り承認された。 

 エネルギー・鉱物資源省による2009-2011年戦略計画では、宇宙・地質・地球物理データの複雑

な分析に基づきカザフスタンの領土全域をカバーする調査作業が提示されている。2009年には

70万km2、2010年には73万3千平方 km、2011年には83.3万 km2にわたる領域に対する予測作業が

計画されている。«地域地質調査・試掘・評価・研究作業»の予算プログラム実現のための経費は、

2009年に46億970万 KZT、2010年には50億8,850万 KZT、2011年には56億7,720万 KZT が計上され

ている。 

 著名なカザフスタン地質学者は、(1)カザフスタンに豊富に存在する低質鉱石鉱床の再評価を開

始する、(2)鉱石が含まれることが既知である構造の中で深層に位置する鉱床の探査に着手する、

(3)新しい見込みのある地域の研究を開始するという3つの側面で、 も効果があがるととらえて

いる。 

 S.Mymbaevエネルギー・鉱物資源相は2010年1月15日の報告で、2009年の地質調査作業は41万

平方kmにわたって行われ、固体鉱物を含むことが見込まれる区域が31カ所発見されたと述べてい

る。  

 

地下資源利用への投資 

 地質委員会によると、1996-2009年の期間中、投資額は10倍以上に増え、2009年には213億7610

万US$が投資され、うち15億8730万US$が地質調査・探査に投資されている（鉱業投資全体の9％）。

社会分野および地方インフラの開発に3億1440万UD$が投資され、カザフスタン人材訓練には1億

2790万US$が投資された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: 地質委員会のデータにより作成  
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2008-2009年における財務負債の履行  

単位：百万 US$ 

 2008 2008 

割合％ 

2009 2009 

割合％

総額  41,966.9 100 35,520.8 100

投資 22,266.7 53 21,376.1 59

諸税 15,300.2 36 10,840.1 31

間接費  4,122.9 10 3,077.1 9

保険 222.7 1 178.3 1

基金清算

のための

支払 

54.4 <1 48.6 <1

出典: 地質委員会 

 

投資構造 単位：百万 US$ 

 2008 2009

総額  22,266.7 21,376.1

資本投資 10,045.3 9,383.8

生産  9,632.1 9,383.1

探査及び調査 2,054.7 1,587.3

社会インフラ 334.2 314.4

人材教育 135.4 127.9

環境モニタリング  21.1 23.8

技術取得 20.7 9.4

出典: 地質委員会 

 

2008年の鉱物別の投資構造 

 百万 US$ 全体に占め

る％ 

炭化水素  16,008.2 72

固体鉱物  5,833.6 26

2009年の鉱物別の投資構造 

 百万 US$ 全体に占め

る％ 

炭化水素 16,443.5 78

固体鉱物 4,602.3 22

出典: 地質委員会 

 

 

2008年の財務負債履行、単位：百万 US$
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2008-2009年の固体鉱物に対する投資構造  

単位：百万 US$ 

 2008 2009

総額  5,833.6 4,602.3

多金属 1,045 662.4

鉄、マンガン 1,011.8 563.1

ウラン 913.4 955.6

石炭 936.3 785.7

銅 672 531.7

金 610.4 706.0

地質調査 3 ％ of 

total 

3％

出典: 地質委員会 

 

2008-2009年の諸税支払構造 

単位：百万 US$ 

 2008 2009 

総額  15,300.3 100％ 10,840.1 100％

法人税 7,281.7 47％ 3,047.7 28％

鉱山使

用料 

3,334.4 22％ 3,270.9 30％

付加価

値税 

299.9 2％ 112.1 2％

社会税 290.3 2％ 192.4 2％

賞与 91.6 1％ 296.7 1％

その他税

金および

支払 

4,002.3 26％ 3,920.2 36％

出典: 地質委員会 

 

 

2008年の地下資源利用者の下請費用 

現地調達  百万 US$ 

百万 US$ ％ 

総額  16,816  43 

業務  6,306.5 2,902.1 46 

施設建設 5,376.4 2,331.0 43 

機器購入 1,946.4 438.4 23 

物品購入 1,330.6 699.6 53 

その他作業 1,856.1 805.7 43 

出典: 地質委員会 

2008年の固体鉱物に対する投資構造 US$ 
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17 鉱業生産 

 地質委員会によると、1996-2008年の期間中、工業関連で860億 US$が投資されたという。契約

で支払いが義務付けられた税収と支払は、同期間中、504億 US$であった。社会分野および地方

インフラ開発のため17億 US$、カザフスタン人材訓練に5億 US$が支出されている。2008年の地

下資源利用者の下請額は総額168億1600万 US$で、これは鉱業投資総額の76％に相当する（1997

年の同割合はわずか9％であった）。 

 

17-1 鉱石生産 

2003-2009年のカザフスタンの鉱石生産 

地域名 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

石炭 – 全体 単位；千トン      

Kazakhstan 84,906 86,875 86,617 96,230 98,383 111,072 101,524

Akmola 537.8 230.6 - 41.1 41.1 30.9 242.3

Aktyubinsk 12.2 5.0 3.9 3.2 6.2 4.7 4.9

Almaty 30.1 12.0 10 8.1 10 15.0 12.4

East 

Kazakhstan 3,976 4,302 4,720 4,469 4,433 5,432 235

Zhambyl - 65.0 20 20 66 324.0 31,478.5

Karaganda 25,903 25,512 24,826 26,798 31,715 32,462 8.2

Kostanaj 

50.6 101 36.7 52.7 7.7 51.0 64,159.7

Pavlodar 54,395 56,643 57,000 64,838 62,104 72,753 5,383

South 

Kazakhstan 1.3 5.0 - - - - -

鉄鉱石 単位：千トン      

Kazakhstan 19,281 20,302 19,471 22,262 23,834 21,486 22,290

Akmola - 112.8 1,252.8 1,296.4 1,164.7 881.3 839.3

Aktyubinsk - - - - - 64,9 -

Karaganda 3,211.3 2,793.8 3,232.1 3,462.2 3,400.2 3,078.5 2,957.4

Kostanaj 16,070 17,396 14,986 17,504 19,269 17,462 18,493

鉄鉱石ペレット 単位：千トン      

Kazakhstan 8,849 9,447 7,494 8,473 8,572 6,952 6,182

Kostanaj 8,849 9,447 7,494 8,473 8,572 6,952 6,182

銅鉱石 単位：千トン       

Kazakhstan 34,887 30,383 34,067 34,082 31,266 32,566 31,225

Aktyubinsk - - - 388.0 1,556.3 1,891.0 2,124.4

East 

Kazakhstan 215.2 213.0 177.2 208.4 1,693.9 2,846.3 351.0

Karaganda 34,672 30,170 33,890 33,485 27,985 27,763 27,995

Pavlodar - - - - 30.6 66.3 27.6
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Kostonaj - - - - - - 726.5

銅・亜鉛鉱石 単位：千トン     

Kazakhstan 6,189.2 5,970.2 5,786.8 4,644.6 3,897.0 5,248.6 5,034.1

East 

Kazakhstan 6,028.4 5,761.5 5,596.1 4,515.8 3,773.5 5,077.6 4,873.4

Pavlodar 160.8 208.7 190.7 128.8 123.5 171.0 160.7

ボーキサイト 単位：千トン    

Kazakhstan 4,737.3 4,705.4 4,815.4 4,883.8 4,942.6 5,160.1 5,130.0

Kostanaj 4,737.3 4,705.4 4,815.4 4,883.8 4,942.6 5,160.1 5,130.0

鉛精鉱中の鉛 単位：千トン     

Kazakhstan 37.5 33.0 31.0 48.1 40.2 38.8 39.4

Almaty 3.4 - - - - - -

East 

Kazakhstan 29.7 28.2 27.3 41.2 35.4 33.1 35.5

Karaganda 4.2 4.8 3.7 6.9 4.8 5.7 3.9

South 

Kazakhstan 0.2 - - - - - 

亜鉛精鉱中の亜鉛 単位：千トン   

Kazakhstan 393.5 361.4 364.3 404.6 386.0 387.4 418.6

Almaty 6.5 - - - - - -

East 

Kazakhstan 347.1 323 337.5 372.2 355.2 354.1 374.9

Karaganda 39.3 37.9 26.5 32.4 30.8 32.8 42.5

Pavlodar 0.6 0.5 0.3 - - 0.5 1.2

South 

Kazakhstan - - - - - - -

マンガン鉱石 単位：千トン   

Kazakhstan 2,369.0 2,318.1 2,233.2 2,531.1 2,482.0 2,485.0 2,467.7

Karaganda 2,369.0 2,318.1 2,233.2 2,531.1 2,482.0 2,485.0 2,467.7

クロム鉱石 単位：千トン 

Kazakhstan 2,927.8 3,287.1 515.9 269.2 231.2 348.5 4,678.0

Aktyubinsk 2,927.8 3,287.1 515.9 269.2 231.2 348.5 4,678.0

注: *) 2009 年は1月-11月のデータである。 

出典: 統計庁 

 

17-2 2008年の金属生産 

鋼鉄・合金鉄生産  

2008年の粗鋼生産は2007年比10.4％減の428万6,000トンであった。2008年は280万トンの圧延品

(2007年比82.1 ％)が生産され、そのうち52万6,383トンが亜鉛圧延品であった(2007年比87.2 ％)。 

 合金鉄生産は159万1,023トン(2007年比93,4％)に減少した。2008年の輸出量は145万トンと2007

年比で4.5％減であった。一方、輸出額は29億6000万US$と2007年比2倍以上の成長である。2008
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年のカザフスタンによる圧延品輸出量は248万トン(2007年比82.3％)で、輸出額は20億7000万

US$(2007年比125.8％)であった。 

 

貴金属および非鉄金属生産  

2008年にカザフスタンで精錬された純金は2007年比0.5％増の8,201 kg で、純銀は2007年比

11.2％減の62万8,752 kg であった。酸化アルミニウムは171万3,422トン(2007年比110.1％)、未加工

亜鉛は36万5,561トン (2007年比102％) であった。精銅は生産量が39万8,000トン (2007年比98％) に
減少した。 

2008年の酸化アルミニウムの輸出量は108万4,000トン(2007年比559.2％)で、輸出額は2億8,670

万 US$(2007年比1211.7％)であった。未加工亜鉛の輸出量は334万1,000トン(2007年比108.8％)で、

輸出額は6億3,970万 US$(2007年比63.4％)であった。鉛の輸出量は90万2,000トン(2007年比83.6％)

で、輸出額は2億290万 US$(2007年比83％)であった。精銅と合金類の輸出量は355万1,000トン(2007

年比97.7％)で、輸出額は25億 US$(2007年比99.4％)であった。 

 

2003-2009年のカザフスタンの金属生産 

地域名 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

粗鋼 単位：千トン 

Kazakhstan 5,069.4 5,371.7 4,476.6 4,244.5 4,784.1 4,243.6  4,146.8

Aktubinsk 0.4 0.4 0.4 0.4 - - -

East-Kazakhst 12.5 15.2 14.5 16.6 17.6 16.3 9.2

Karaganda 4,29.1 5,128.4 4,124.0 3,702.6 4,057.9 3,389.4  3,261.8

Kostanaj 6.3 5.9 6.7 7.1 8.1 9.9  7.0

Pavlodar 121.1 221.8 331.1 517.8 700.6 827.9    868.8

非鉄金属 単位：千トン 

Kazakhstan 1,401.1 1,447.3 1,530.1 1,614.3 1,702.8 1,590.5 1,468.9

Aktubinsk 360.4 368.5 382.8 404.1 408.3 393.1    377.9

Zhambyl - - - - 6.6 12.9      9.7

Karaganda 11.3 12.6 8.3 6.6 14.5 13.2     18.4

Pavlodar 1,029.4 1,066.2 1,138.9 1,203.6 1,273.4 1,171.3  1,062.9

圧延品 単位：千トン 

Kazakhstan 3,837.8 4,039.7 3,104.7 2,999.6 3,440.7 2,826.2 2,980.3

Karaganda 3,837.8 4,039.7 3,104.7 2,999.6 3,440.7 2,826.2  2,980.3

Almaty city - 0.0 - - -  -

錫メッキ鋼板 単位：千トン 

Kazakhstan 267.0 292.3 222.7 169.6 209.7 174.1   201.2

Karaganda 267.0 292.3 222.7 169.6 209.7 174.1   201.27

未加工銀、半加工銀、銀粉 単位： kg 

Kazakhstan 827,377 732,961 832,103 806,083 722,927 645,627  678,226

Akmola 49 52 36 44 30 13 -

East-Kazakhstan 198,088 156,361 171,177 125,328 117,152 108,924  101,755

Zhambyl 311 198 117 59 71 92      125
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Karaganda 606,787 551,082 640,918 670,906 590,802 519,921  571,913

Pavlodar 6,191 4,520 4,632 3,267 2,226 3,555    2,566

South-Kazakhstan 15,951 20,745 15,217 6,479 12,646 13,122    1,867

Almaty city - 3 6 - - - -

銀地金単位： kg 

Kazakhstan 804,874 707,443 812,095 796,234 707,954 628,763  673,598

East-Kazakhstan 198,087 156,361 171,177 125,328 117,152 108,842 101,685

araganda 606,787 551,082 640,918 670,906 590,802 519,921  571,913

未加工金、半加工金、金粉 単位：kg 

Kazakhstan 19,266 19,261 17,875 21,824 22,564 20,825   22,525

Akmola 2,034 1,861 2,676 7,180 7,984 3,475    1,890

Almaty - - 9 - - - -

East-Kazakhstan 10,634 10,735 8,598 7,696 8,568 10,392 12,556 

Zhambyl 1,255 1,261 889 657 405 415     561

Karaganda 4,965 4,449 4,518 5,184 4,287 3,982   4,578

Kostanaj - 539 800 881 1,105 2,243    2,737

Kyzylorda 12 - - - - - -

Pavlodar 274 362 350 206 176 282      197

South-Kazakhstan 92 54 35 20 39 36   6

金地金単位：トン 

Kazakhstan 9.9 9.6 9.8 9.0 8.2 8.2     10.3

Almaty - - 0.0 - - - -

East-Kazakhstan 7.0 6.9 5.3 3.9 3.9 4.2     5.8

Karaganda 2.9 2.7 4.5 5.1 4.3 4.0    4.5

未加工アルミ、酸化アルミニウム 単位：千トン 

Kazakhstan 1,419.8 1,468.0 1,505.4 1,514.7 1,555.9 1,713.8 1,735.0

Pavlodar 1,419.3 1,467.9 1,505.4 1,514.5 1,555.7 1,713.8  1,735.0

South-Kazakhstan - - - 0.2 0.2 - -

Almaty city 0.5 0.1 - - - - -

未加工鉛 単位：千トン 

Kazakhstan 133.2 157.0 135.4 116.0 117.6 105.8   87.8

East-Kazakhstan 105.8 116.2 107.1 98.4 98.6 98.3  86.7

Karaganda - 0.0 0.0 - 0.0 - -

South-Kazakhstan 27.4 40.8 28.3 17.6 19.0 7.5  1.2

未加工亜鉛 単位：千トン  

Kazakhstan 294.6 316.7 357.1 364.8 358.2 365.6 328.8

East-Kazakhstan 294.6 298.6 306.2 307.8 313.0 318.1  320.3

Karaganda - 18.1 50.9 57.0 45.2 47.5  8.5

精銅 単位：千トン 

Kazakhstan 432.5 445.3 418.4 427.7 406.1 398.4 368.1

East-Kazakhstan 0.1 0.6 0.4 1.5 1.1 0.6 -
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Karaganda 417.4 427.5 396.6 407.0 381.2 378.2  359.6

Almaty city 15.0 17.2 21.3 19.2 23.8 19.6    8.5

注: *) 2009 年は1月-11月のデータである。 

出典: 統計庁 

 

17-3 地下資源利用契約 

地質委員会によると、2010年1月1日現在において共和国主管の地下資源利用の対象は916で、そ

のうち固体鉱物が424であった（内訳は調査が67、探査が207、複合が150であった）。 

2008年1月1日現在、地下資源利用事業が158社により行われており、その内訳は、国内企業が79

社（全体の50％）、外国企業が51社（全体の32％）、合弁企業が28社（全体の18％）であった。 

 

地下資源利用契約の現状 

2008年1月1日現在の総数 撤回ライセンス数と

終了契約数 

監視中の地下資源利

用対象数  

 

発行ライセンス数

と締結契約数 

撤回ライセンス数

と終了契約数 

2007年 2008年 2008年 

1月1日現在 

2010年 

1月1日現在

総数 1,951 1,154 97 37 828 916 

炭化水素 334 81 14 n/d 253 273 

固体鉱物 1,951 806 59 n/d 335 424 

出典: 地質委員会のデータにより作成 

 

地質委員会によると、2007年に終了した地下資源利用契約97件のうち、炭化水素が14件、固体

鉱物が59件、伏流水が24件であった。また、182社が契約義務およびライセンス条件違反で通告を

受けた。2008年は義務不履行関連で終了された契約が37件あり、契約義務違反通告153件が地下資

源利用者に宣告されている。委員会では、地下資源利用者の財務的義務を98％まで履行するとい

う安定的な契約履行を実現している地下資源利用者が約80％に上ると示した。 

2008年は、それまでのコンペと直接交渉の結果、104件の契約が締結された。これには、Urikhtau

鉱床、Dead Kultuk 鉱床、Zhambyl 鉱床における NC KazMunaiGas との契約3件、SEC Saryarka

との契約17件、SEC Batys との契約3件が含まれている。 

 

2009年1月1日現在、機能している共和国にとって価値のある地下資源利用対象総数、監視中のも

のを含む（カッコ内は2009年10月1日現在） 

 総数 調査 生産 探査/生産 

総数  915 (920)    

炭化水素 284 (276) 85 (80) 81 (80) 118 (116) 

固体鉱物 413 (426) 67 (69) 194 (199) 152 (158) 

伏流水 218 (218) 7 (5) 156 (164) 55 (49) 

一般鉱物 1,853 (1,942) 129 (147) 1028 (1087) 696 (708) 

出典: 地質委員会のデータにより作成 
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2008年10月13日のエネルギー・鉱物資源相による国会報告から抜粋 

 (入札の)モラトリアム実施のため、報告された期間における地下資源利用権譲渡の新しい入

札は、伏流水の入札を除き設定されていなかったが、鉱床の譲渡については、カザフスタンリ

ーダー企業30社計画の範囲内で6つの地下資源利用対象の譲渡が政府令により認定され、実施

された。これらのコンペの特徴は、加工能力の創出を義務的要件としていることである。鉱床

2か所が NC ’KazMunaiGas’に譲渡され、(それまでの地下資源利用者による)義務不履行のた

め終了した契約を含む鉱床41か所が社会起業家企業に譲渡された。 

 

不公正な地下資源利用者への措置受容について 

 これまで締結された契約に基づく義務履行に関する徹底的な確認が行われた。その結果、

2008年の9か月間で23件の契約が終了となった。2007年の11～12月で84件の契約が終了となっ

ていることにも注意を喚起したい。その多くについて司法手続きが進められている。 

 既に取られた措置の結果、契約義務の履行が劇的に改善していることも指摘したい。会計資

料では、契約義務を70％以上履行している企業数が2008年の6か月で90％以上まで上昇してい

る（2007年上半期には67％であった）。 

 

新たな地下資源権に対するコンペおよび入札のモラトリアムが実施されているにも関わらず、

2008年8月12日にエネルギー・鉱物資源省（上記の大臣報告を参照）が複数の鉱床についてコンペ

を行ったことが明らかになった。明らかになったコンペは次のとおりである。 

・ Karaganda 地域の East Karazhal におけるマンガン鉱石鉱床(調査および採掘)  

・ East Kazakhstan 地域の Chekmar における多鉱石鉱床(調査および採掘) 

・ 非 鉄 金 属 お よ び 金 の 存 在 が 予 測 さ れ て い る East Kazakhstan 地 域 の

Butachihinsko-Kedrovsky ブロック(調査、金砂鉱床の探査を除く) 

・ 非鉄金属および貴金属鉱床の存在が期待されている Kostanaj 地域の Saharovsko-Adaevsky

サイト (調査) 

・ Kostanaj 地域の非鉄金属および貴金属の Karabajtalsky サイト (調査) 

・ Karaganda 地域の JSC Zhezkazgantsvetmet 古い尾鉱ダム ОФ № 1,2 (調査および銅採掘) 

 同省の通知に従って、East Karazhal 鉱床に応募する投資者は2010年1月1日までに年間生産量

10万 t 以上の合金鉄生産設備および鋼鉄製錬用の製錬炉建設を含む合金製造および鋼鉄製錬の生

産計画をまとめることが義務付けられている。また、年間生産量1万8,000 t 以上の電気焼成無煙

炭生産開始も義務付けられている。 

 尾鉱堆積については、投資者はハイテク利用による銅カソード年間生産量1万 t 規模の工場建設

計画をまとめ、2009年7月1日までに操業開始しなければならない。その他の対象物について、   

同省は、銅カソードの年間生産量7万 t 以上の銅製錬・電解工場建設計画をまとめることとする要

件を公表した。各企業は2010年前に操業を開始し、2011年には指定された生産能力に達しなけれ

ばならない。 

 

17-4 固体鉱物鉱床の分配  

 地質委員会によると、2010年3月現在で、銅・多金属の経済的埋蔵量全体の約30％が開発されて

いるという。地下資源利用については、銅埋蔵量の約90％、亜鉛の70％、鉛の50％が分配されて

おり、Kazakhmys および Kazzinc に独占されている。また、ニッケル鉱床3か所(経済的埋蔵量全

体の5％)が開発されており、経済的埋蔵量全体のほとんど(15か所の鉱床の91％)が地下資源利用に
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譲渡されており、開発に備えられている。15か所の鉱床に約4％の埋蔵量が予備用とされている。

ボーキサイト鉱床7か所(経済的埋蔵量全体の42％)が開発されており、地下資源利用は6か所の鉱

床(35％)で、開発に備えられている。9か所の鉱床(23％)が予備用とされている。 

地質委員会では、現在、予備用とされている鉱床の開発に対する投資者を誘致している。 

 

17-5 カザフスタン中央地質委員会 

カザフスタン中央地質委員会は豊富な固体鉱物鉱床を有する。代表的な詳細資料を次にまとめ

る。 

 

面積: 674,499km2 (うち水面面積 – 681.9km2)。カザフスタン領土の24.8％に相当する。 

行政区画: Akmola, Karaganda, Pavlodar. 
   

国内埋蔵量における鉱床数  

- 金属鉱物 172 

- 可燃性の鉱物 (鉱床および鉱山) 130 

- 非金属 707 

- 伏流水 (鉱床、サイト) 311 

- 鉱水 13 

- 医療用石膏 2 

  

企業数 (契約数) 341(470) 

次を含む 220 (302) 

- 採掘中 99(135) 

- 複合 (調査および採掘) 18 (28) 

- 調査中 5(5) 

  

濃縮工場・設備数 32 

加工工場数 10 

出典:カザフスタン中央地質委員会 

国内の石炭の68％が同委員会の管

轄域内に集中している。また、コー

クス用炭の100％、全マンガン埋蔵

量、三酸化タングステン埋蔵量の

85％以上、モリブデンの65％、鉛の

54％、亜鉛の38％、銅の41％、バラ

イトの70％以上などが埋蔵されてい

る。 

石 炭 埋 蔵 量 の ほ と ん ど は 、

Karaganda 炭田および Ekibastuz 炭

田、特殊な Shurbakol 鉱床、その他

複数の鉱床に集中しており、コーク

ス用炭のほとんどは Karaganda プー

ルに集中している。 

 

 

 マンガン鉱石の埋蔵量・推定量は、Atasujsky 鉱区(Western Karazhal, Ushkatyn III, Ushkatyn 

I, East Kamys, Zhomart など)と Sarysu-Teniz 鉱区 (Tyr, Bogach)に集中している。タングステ

ンおよびモリブデンの埋蔵量のほとんどは、Verkhnie Kairakty, Koktenkol, Severny Katpar, 

Karaoba, Yuzny Zhaur などの鉱床に集中している。 
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出典:カザフスタン中央地質・地下資源利用委員会 

同地域は、鉛の確認埋蔵量国内第1位

で、亜鉛は第2位(東カザフスタンが第1位)

である。鉛・亜鉛の埋蔵量のほとんどは、

Atasujsky (Zhairem 鉱床、Ushkatyn III

鉱床、Ushkatyn I 鉱床 )、Agadyrsky 

(Akzhal鉱床)、Karkaralinsky(Karagaily)、

Zhezkazgansky 鉱区に集中しているが、

鉛・亜鉛埋蔵量の大部分は低質である。

中央カザフスタンは、銅埋蔵量および

採掘において先導的な役割を果たしてい

る。銅埋蔵量のほとんどが 

Zhezkazgansky (Zhezkazgan 鉱 床 、

Zhaman-Ajbat 鉱床、Zhilandinsky グル

ープ )、Pribalhashsky (Sayak-1鉱床、

Tastau 鉱床、Kounrad 鉱床、Borly 鉱床

など)、Karaganda (Nurkazgan 鉱床)、

Majkainsky (Boshekul)鉱区で確認されて

いる。 

 中央カザフスタンの南東辺境部の South Turgajsky 石油産出地域には、石油・天然ガス田が

Kumkol、Kumkol Yuzhny、 Maibulak の3か所に発見され、確認されている。 

2008年における中央カザフスタンの固

体鉱物関連の地下資源利用作業は、地

質・地下資源利用の地域監督により管理

されている322社によって行われた。固体

鉱物156種、一般鉱物307種を含む463の地

下資源利用対象箇所について作業が行わ

れた。同地域で操業している主な企業は

次のとおりである。Kazakhmys,  

ArcellorMittal Temirtau, Zhairemsky  

GOK, Nova-Zinc, Shubarkol Komir,  

Bogatyr Akses Komir, Euroasian  

Energy Company, Aluminium of  

Kazakhstan, Kazakhaltyn (Kazakhgold), 

Maikainzoloto, Kazchrom. 

   

17-6 2008年の試掘作業の主な成果（石炭を除く固体鉱物） 

中央カザフスタン部地質委員会、2009年2月19日 

 国の決定で、16の鉱床について5社が作業を行った。 

 2008年に中央カザフスタン部管轄内の地域で行われた試掘作業の財源は主に国による投資であ

り、小規模なものとしては、海外からの投資があった(鉄・貴金属・非鉄金属・石炭・伏流水など

の鉱床探査・調査)。 

中央カザフスタン: 2008年の鉱物種別投資

(百万 US$、％) 

399,2; 27％

628,7; 43％

31,5; 2％

83; 6％ 

130,7; 9％

48; 3％ 
82,9; 6％ 65,6; 4％

銅 石炭 マンガン 金 鉄 鉛・亜鉛 一般鉱物 その他

中央カザフスタン:  資源別の地下資源利用契約数

2009年1月1日現在

305; 64,9％31; 6,6％

31; 6,6％

13; 2,8％

21; 4,5％
42; 8,9％

5; 1,1％
19; 4,0％ 3; 0,6％ 

一般鉱物 鉄類 
石炭 半貴石、鉱物
非鉄金属 貴金属、希少金属
伏流水 非採掘作業 
炭化水素 
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 2008年における 大規模の試掘作業は、Kazahmys, BHP Billiton Exploration Inc., Rio Tinto & 

Exploration Limited, Dostyk, Newmont Kazakhstan Gold Ltd により行われたものであった。 

 

17-6-1 国による地質学研究 

 国家予算が計上され、完了した作業は次のとおりである。 

・ Bajsky 鉱山における斑岩銅鉱化作用に関する現場調査と予測・調査作業。すべての割れ目で

銅の平均品位が0.3％～0.5％である鉱脈鉱染型黄銅鉱鉱化作用が3か所の鉱体で明らかになっ

た。深度350～400m の銅の初期的推定埋蔵量は、平均品位 Cu 0.38～0.40％で35万～40万 t で

ある。 

・ 縮尺1:200,000の地図シート М-42-ХХV, ХХХI のエリア内の Zhezkazgansky鉱区内におい

て行われた地質・鉱量の成熟度に関する作業と調査結果に対する検討。斑岩銅、金・石英鉱

化作用、石英脈原料およびその他の鉱物原料が見込まれる複数の地域またはサイトは、P1-P3

類の見込み資源計算方法で計上される。 

・ 縮尺1:200,000の地図シートМ-42-ХХVI, М-42-ХХVIIのエリア内の Karaganda 鉱区内に

おいて行われた地質学的埋蔵物の成熟度に関する作業と調査報告に対する検討。斑岩銅、金・

石英、マンガン鉱化作用が見込まれる複数の地域またはサイトは、P1-P3類の見込み資源計算

方法で計上される。 

・ 縮尺1:200,000の地図シート М-42-ХХХII, М-42-ХХХIII のエリア内の Zhezkazgansky 鉱

区内において行われた地質学的埋蔵物の成熟度に関する現場試掘作業。 

 

17-6-2 地下資源利用者の試掘作業 

 

国家資源備蓄委員会により検討されたのは次のとおりである。 

鉄類金属 

・ 2008年1月1日現在のWestern Kamys (Open Company "Arman-100")鉱床の初期的な地質学

的・経済学的概算用資料。国家資源備蓄委員会(GKZ) は提示された物質を承認し、露天鉱山3

か所の外郭にあり、C2類に属し、平均品位：Mn 18.09％、Fe 8.93％であるマンガン鉱石鉱床

の埋蔵量104万2900tを国内埋蔵量に含めると決定した。 

・ Keregetas (Open Company "Arman")鉱床の鉄・マンガン鉱石の生産状況に関する現場調査。

GKZ中央評価委員会は、GKZ による検討終了後、当該資料を提出するよう勧告した。 

 

非鉄金属  

・ Nurkazgan (Kazahmys)鉱床の北側サイトにおける金・銅鉱石の工業的条件の現場調査。GKZ

はサイトの金・銅鉱石埋蔵量算定のための条件を承認した。 

・ 2008年1月1日現在のAkzhal (Nova-Zinc)の鉛・亜鉛鉱床の東側サイトの埋蔵量算定に関する

報告書。GKZは、東側サイトの硫化鉛・亜鉛鉱石の経済的埋蔵量をC1+C2類として確認した。

銅埋蔵量は、鉱石 – 975万1,210t、亜鉛-35万7,580t、鉛-20万3,840t、カドミウム-328万2,330t、

銀-42万5,100t、平均品位はそれぞれ3.67％, 2.09％, 0.034％ そして 43.59 g/tである。作業の

結果、東側サイトの多金属鉱石の経済的埋蔵量は284万6,800t(または41.2％)、鉛は7万6,240t(ま

たは59.7％)、亜鉛は12万380t(または50.8％)、銀は15万3,700t(または56.6％)まで増加した。 
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• Kounradsky鉱山において銅の脱塩のトライアル生産中に技術的に発生した鉱物生成につい

て、試験的な小型工場が建設され、 終的な電解を伴う抽出方法で銅カソードを2008年10月   

1日からパイロット生産している。 

 

貴金属 

・ Dolinnoe (Open Company Aktogaj Mys)金鉱床の埋蔵量算定に関する報告書。GKZ は、2008

年1月1日現在の露天鉱山の含金鉱石資源状態について次のとおりであることを確認した。C1

類、鉱石-129万4,700t、金-314万2,700kg、平均品位：Au 2,07 g/t。 

・ Zolotoy Log 渓流とその右側流入域(Open Company Darhan-Altyn)において分散している金

の初期的な地質学的・経済学的概算用資料。GKZ は、Zolotoy Log 鉱床およびその右側流入

域の金砂鉱埋蔵量を経済的埋蔵量に含めることに決定した。Zolotoy Log 鉱床およびその右側

流入域の金砂鉱埋蔵量は、砂 – 4,249万1,000 m³、金 - 24,231 kg で平均品位：Au 0.57 g/m³

である。 

・ Aksu 鉱山の凝縮工場の2008年2月1日現在の資源算定と廃棄物産出調査結果に関する報告書 

(JSC GMK Kazahaltyn)。報告書では、TMO Aksujsky 選鉱施設の資源を C1+C2類、 鉱石 – 

793万8300t、金 – 8374.7kg、銀 - 20835 kg、平均品位：Au 1.05 g/t、Ag 2.62 g/t と計算し

ている。GKZ 中央評価委員会は、GKZ の検討終了後、当該資料を送るよう勧告した。 

・ Bestjube 鉱山の凝縮工場の2007年12月1日現在の資源算定と廃棄物産出調査結果に関する報

告書 (JSC GMK Kazahaltyn)。報告書では、ТМО Bestjubinsky 選鉱施設の資源を C1+C2

類、 鉱石 – 784万5,900t、金 – 7351.6kg、銀 – 514.26 kg、平均品位：Au 0.94 g/t、Ag 0.71 

g/t (古い尾鉱において)と計算している。GKZ 中央評価委員会は、GKZ の検討終了後、当該

資料を送るよう勧告した。 

・ Aksu 鉱床の Karjernaya 区域(JSC GMK Kazahaltyn)の含金鉱石の生産状況の現場調査。GKZ

は、Karjernaya 区域の露天掘り採掘用含金鉱石資源の工業的状況を確認した。 

・ Ushtagan鉱床 (Open Company Dostyk)の含金鉱石資源の概算評価状況の現場調査。GKZは、

露天掘り採掘用含金鉱石資源の評価状況を確認した。 

 

17-6-3 2008年の調査結果（固体鉱物） 

 2008年は、予定外の調査(地質・地下資源利用委員会の副委員長の職務に基づくもの)77回を含

み、340の対象について地下資源利用(固体鉱物141種、一般鉱物199種)に対する調査が行われた。

また、Karaganda 地域・Akmola 地域・Pavlodar 地域の検察庁による自然保護調査に地域検査官

が参加した。2008年には、地下資源利用契約の解除により、7の対象について予定されていた調査

が取り消された。 

地下資源利用者による主な違反 

・ 契約義務の不履行 の増加 –財務的・生産上の義務、カザフスタン人従業員育成のための資金

提供、清算した基金の形成、基金清算における控除などの不履行が307件(2007年は257件)発生

した。 

・ プロジェクトの設計ソリューションの不順守 – 違反(採掘作業が調整済みの年間計画および

契約による技術スケジュールからかい離している、開発の設計パラメータを順守していない)

が75件(2007年は77件)発生した。 

・ 合理的・複雑な地下資源利用要件に対する違反 – 違反(作業継続調査を適時行っていない、後

期用の低質鉱石抽出を行わずに作業を放棄した、並行して行うべき調査を行わず資源を採掘
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した、露天採鉱作業の未処分など)が43件(2007年は47件)発生した。 

・ 鉱物の記録義務の不履行 – 違反 (採掘された鉱物と地下資源として残された鉱物の埋蔵量の

詳細な記録が地下資源利用対象として提供されていない、関連構成成分の記録および定義が

提供されていない、鉱物の量と質の定義作業が行われていないなど)は44件であった(2007年は

101件)。 

違反に対する措置 

・ 2008年に中央カザフスタン部により指示された資料に基づき判断し、契約義務の履行が100％

に満たなかったため終了した固体鉱物および一般鉱物に関する契約は73件(2007年は44件)で

あった。 

・ 2008年に認められた違反で処罰を受けたのは222件(2007年は206件)、罰金総額1,522万 KZT で

あった。2007年の罰金総額は1,269万 KZT であった。 

・ 違反を認めた地下資源利用者に送付された通告は、697通 (2007年は459通)であった。契約解

消提案とともに資料が有資格機関に送付された対象は31件 (2007年には47)であった。2008年

の9か月間の契約義務遂行報告に伴い、契約義務の履行が70％未満である149の対象に対する

措置受容に関する資料が有資格機関(Karaganda, Akmolinsky, Pavlodar akimats)に送付され

た。 

 

17-7 2009年上半期における中央カザフスタン部による調査の結果 

 中央カザフスタン部管轄地域において2009年の上半期に行われた地下資源利用は、344社による

494地下資源利用対象地で、このうち固体鉱物が165、一般鉱物が329であった。 

 同期間中、186の地下資源利用対象地(固体鉱物88、一般鉱物98)について調査が行われた結果、

違反325件が発見された。このうち、185件が共和国主管の対象で、140件が地方主管の対象であっ

た。 

 発見された違反について、186件の認可証に対する取り消しの指示が地下資源利用者の責任者に

送付された。2009年上半期に発見された違反全体(325件)のうち、64件が取消しを受け、109件は

取り消しを受けていない。152件の違反における取り消し期限は失効していない。 

 地下資源利用作業規則に対する違反および契約義務不履行に対して取られた措置は次のとおり

である。 

 違反を認めた地下資源利用者に対して送付された通告は335通であった。契約解消提案とともに

資料が有資格機関に送付された対象は49であった。 

 処罰を受けた個人は87名で、罰金総額は331万 KZT であった。処罰を受けた法人は89社で、総

額1,327万 KZT であった。全体では計176件が処罰を受け、罰金総額は1,659万 KZT に上った。2009

年6月30日現在、納付済みの罰金は678万 KZT である。 

 8件について、行政処分、罰金の強制徴収、その他の罰金の支払い条件が失効していないなどの

ため、経済裁判所に資料を送付された。 

 

17-8 試掘作業の作業計画調整について 

 中央カザフスタン部は2009年12月28日、地下資源利用者により提示された年間作業計画のうち

多数が杜撰なものであると報告した(規則により、地下資源利用者は12月30日までに年間作業計画

を提出しなければならない)。大多数の年間計画が契約義務により規定された作業領域に対応して

いなかったことから、2010年の試掘作業実施作業計画のうち、SEC Saryarka (Zhetymshoky 鉱床)

を含む地下資源利用者の一部に計画修正させるために返却された。地下資源利用法規や契約条件
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に違反した一部の企業は調整用の作業計画を提出しなかった。提出しなかった企業には SEC 

Saryarka (Kyzyltalsky, Kubasadyrsky, Bestegbe, Kuzhal の鉱床に対する調査の契約を締結して

いる) も含まれていた。2009年は作業計画が調整用に提出されなかった契約があったという結果

に基づき、未提出の契約すべてについて、有資格機関に契約解消の資料が送付された。 

 違反者の中でも、SEC Saryarka は国との直接交渉により地下資源利用権に関して優先権を取

得していることは注意すべき点である。 
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18 カザフスタン鉱業界における主要企業 

ソ連崩壊および1991～1994年における採鉱・冶金業の低迷に続き、1994年末以降はカザフスタ

ン採鉱企業の大部分が不透明な民営化により外国企業およびカザフスタンの私企業に譲渡された。

1996～1997年には大規模な採鉱・精鉱企業および冶金企業が合併し、Open Society“Kazzinc”, 

Open Society“Corporation“Kazahmys”, Open Society“Aluminium of Kazakhstan”, 

multinational corporation "Kazchrom" and Open Society "Ispat-Karmet"が形成された。これら

の企業は鉱物原材料種別ごとに影響力を持つ地帯を分配し、鉱石の採掘、富化、加工とともに発

電企業とも合併している。こうした手法は90年代にカザフスタン非鉄金属冶金省が国営企業の一

部門に代替された時に取られるようになった。 

 

18-1 国家経済を決定づける原材料採掘セクター 

 Expert-Kazakhstan によると、石油・天然ガス企業および採鉱・冶金企業の売上は、毎年

Expert-Kazakhstan で編集されている上位100社リスト企業の売上げ全体の64.8％を占めるとい

う。  

 

ロシアでも状況は同様であ

る。上位400社でも、資源関連企

業が54％に上る。ロシア上位100

社企業について分析すると、カ

ザフスタンの指標に非常に接近

した62％になる。ロシアでも同

様にこれら2つの産業により原

料志向傾向が示されている。カ

ザフスタンでは、石油・天然ガ

スが51.2％、鉱業が13.7％であ

り、ロシアでは石油・天然ガス

が33.1％、鉱業が12.5％である

（ロシア上位100社の指標では

42.7％と15.1％である）。 

カザフスタン上位100社の産業構造

51 

14

14

7

14 

石油・天然ガス

銀行

採鉱・冶金

交通運輸

その他
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注: 上位100社に含まれているのは公開会社のみである。

Kazzinc、‘ArcellorMittal Temirtau’、Bogatyr Komir とい

った大規模採鉱企業はその運営に関して財務報告書や財務

資料を公開していない。 

出典: Expert Kazakhstan. 

両国の基本的な相違点は、原

料分野の成長ダイナミクスに顕

著に表れている。カザフスタン

「上位100社」中の石油・天然ガ

ス企業の2008年における純利益

は51％の伸びを示したのに対

し、同等レベルの価格にあるロ

シアの石油産業では29％に留ま

った。原因としては、カザフス

タンでは原料関連企業の税負担

が低いことが指摘される。石

油・天然ガス企業は収益を自社

の投資計画に振り分ける可能性

がある。 

カザフスタン石油産業の収益

増に関しては、特に海外資産な

ど新しい資産の取得における吸

収・合併取引が、重要な役割を

果たしてきた(ロシアでは石油

ビジネスの合併プロセスが以前

から整備されており、海外資本

の割合は基本的に低目である)。

 

ロシア上位400社の産業構造

33

9
377

7
5
6

23

石油・天然ガス

鉄冶金

非鉄冶金

交通運輸

銀行

機械製造

発電

小売

その他
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2008年カザフスタンの大企業（上位100社）における業種別分布状況 

業種 企 2008年 上位 成 

  業 業種総額 1社当り 100社計 長 

  数 売上高 売上高 税込み 純 売上高 に占める 率 

     利益 利益  売上高  

   
10億

KZT 

10億

US$ 

10億

KZT 

10億

KZT 

10億

KZT 
割合％ ％ 

石油・天然 

ガス 

12 6,067.6 50.2 - - 505.6 51.09 50.6 

銀行 17 1,693.4 14.0 -1,146.1 -1,141.1 99.6 14.26 18.2 

採鉱冶金 6 1,621.4 13.4 667.7 505.3 270.2 13.65 25.6 

交通運輸 8 875.0 7.2 98.9 110.4 109.4 7.37 16.8 

貿易 9 381.3 3.2 58.6 41.9 42.4 3.21 64.7 

情報 5 368.6 3.1 - - 73.7 3.10 17.3 

農業 7 199.8 1.7 17.4 12.4 28.5 1.68 41.8 

建設 7 155.5 1.3 - - 22.2 1.31 2.5 

発電 7 178.6 1.5 - - 25.5 1.50 25.8 

食品 7 108.2 0.9 3.8 5.0 15.5 0.91 2.6 

機械製造 2 68.5 0.6 - - 34.3 0.58 -24.0 

サービス 2 41.3 0.3 9.2 5.8 20.7 0.35 2.0 

保険 3 36.1 0.3 13.3 12.3 12.0 0.30 -3.9 

石炭 1 18.2 0.2 11.1 6.2 18.2 0.15 200.0 

金融 1 9.3 0.1 0.4 0.2 9.3 0.08 50.0 

建設機械 1 11.0 0.1 3.8 2.8 11.0 0.09 -10.9 

貴金属 1 11.0 0.1 -6.9 14.4 11.0 0.09 -48.8 

IT 1 10.7 0.1 0.2 0.2 10.7 0.09 46.3 

林業・パル

プ・製紙 

1 9.9 0.1 1.6 3.3 9.9 0.08 2.3 

投資 1 5.6 0.0 0.8 1.1 5.6 0.05 17.1 

医薬 1 4.6 0.0 0.3 0.2 4.6 0.04 17.2 

 

カザフスタン上位10社 

  

2008年の売上

 (百万 KZT)

2008年の売上

(百万 US$)

1 JSC "NC" KazMunajGaz”» 2 ,537, 391 21, 007

2 

Open Company 

"Tengizshevroil" 1 ,730, 809 14 ,329

3 ENRC 824, 155 6 ,823

4 Corporation Kazakhmys Plc 622 ,193 5, 151

5 JSC "Mangistaumunaigas" 488, 396 4 ,043

6 

JSC "NC" Kazakhstan temir 

zholy” 483, 763 4, 005

カザフスタンにおいては、

非常に高い事業集中が見ら

れる。上位10社が上位100社

の売上げ全体の70％を占め

ている。  

上位10社の内訳は、石油・

天然ガス企業が5社、採鉱企

業が2社、銀行2行、国有鉄道

会社1社である。 

 

大規模採鉱企業 
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7 JSC "PetroKazakhstan" 459, 263 3, 802

8 JSC «BTA Bank» 426 ,801 3, 533

9 

JSC 

"CNPC-Aktobemunajgaz" 417, 597 3 ,457

10 JSC "Kazkommertsbank" 380, 799 3 ,153

注 : 上位 100社に含まれているのは公開会社のみである。 

Kazzinc, ‘ArcellorMittal Temirtau’, and Bogatyr Komir とい

った大規模採鉱企業はその運営に関して財務報告書や公開資料

を公開していない。 

出典: Expert Kazakhstan. 

主要業界組合– the  

Association of Mining & 

Metallurgical Enterprises 

(www.agmp.kz) には50社が

加盟している。 

 

   

カザフスタンの大規模公開採鉱企業 

ラ

ン

キ

ン

グ 企業名 

2008年の

売上 単

位：百万

KZT 

2007年の

売上 単

位：百万

KZT 

成長率 

％ 

2008年の

売上 単

位：百万

US$ 

2008年の

税込利益 

単位：百万

KZT 

2008年の

純利益 

単位：百万

KZT 

3 ENRC 824,155 493,964 66.8 6,823 462,266 319,129

4 

Corporation 

Kazakhmys Plc 

622,193 632,312 –1.6 5,151 131,179 134,319

19 

АО «НАК 

“Kazatomprom”» 

126,176 118,050 6.9 1,045 53,800 39,201

45 

ТОО «JV 

“Betpak Dala”» 

25,827 23,445 10.2 214 19,157 11,786

53 

АО «Shubarkol 

Komir» 

18,229 6,072 200.2 151 11,100 6,181

54 

АО 

«Ust-Kamenogorsk 

titanium-magnesiu

m combine» 

17,730 16,552 7.1 147 845 529

68 

KazakhGold Group 

Limited 

10,992 21,294 –48.4 91 –6,861 14,351

92 

АО «ПК 

“Yuzhpolimetal”» 

5,292 6,134 –13,7 44 497 348

注: 上位100社に含まれているのは公開会社のみである。Kazzinc、‘ArcellorMittal Temirtau’、

Bogatyr Komir といった大規模採鉱企業はその運営に関して財務報告書や財務資料を公開して

いない。  

出典: Expert Kazakhstan. 

 

18-2 採鉱業界の企業タイプ 

 カザフスタンの鉱業企業には5タイプあり、それぞれ次のように定義することができる。 
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1． 旧ソ連国籍の企業家により管理されているかなり大規模で有望なカザフスタン保有の会社―

このタイプの会社は、銅の主要製造企業である JSC "Kazakhmys"と鉄鉱石・酸化アルミニウ

ム・フェロクロムの製造と発電業に従事する Eurasian National Resource Corporation 

(ENRC)の2社である。韓国企業 Samsung が90年代に Kazakhmys の株式を保有したが、報道

にもあったとおり、後に保有分をカザフスタンの個人に売却している。ENRC 創業者は1994

～1996年の民営化プロセスでグループの資産を取得している。現在、両社ともロンドン証券

取引所に上場し、国際基準に従って会計報告を行っている。 

 

2． ArcellorMittal Temirtau や JSC Kazzinc など戦略的外国投資家に所属する企業。 大規模の

鋼鉄メーカーの1社である ArcellorMittal の前身である Ispat International N.V. は、1995年、

中央カザフスタン北部の Karaganda 産業センター付近の製鋼所1か所と複数の鉱山を取得し

た。これは同グループによる買収のうち、 も初期に行われ、成功したものの一つで、その

後、ArcellorMittal Temirtau が設立された。亜鉛製造業の JSC Kazzinc は、鉱物貿易に従事

する大企業 Glencore International AG により管理されている。国際企業はカザフスタンに資

産を取得することを垂直統合および多角化の強化策の一環として捉えている。 

 

3． 外国ポートフォリオ投資家およびカザフスタン投資家共同所有の小規模企業。KazakhGold 

Group Ltd. (ロシア Polyus Zoloto が買収) および Oriel Resources PLC (Russian ロシア

Mechel が買収)など。これら企業は全体的に資産規模が小さく、金採掘業に従事している。

カザフスタンの金鉱床のほとんどは小規模・中規模に分類されている。 

 

4． 国により管理されている企業。特にウランおよび希土類金属の独占生産者 JSC NAK 

"Kazatomprom"である。国有採掘企業 Tau-Ken Samruk が設立されている。 

 

5． 国内の小規模企業。 

 

18-3 成功要素 

18-3-1 金属生産における独占的地位 

 カザフスタンの大規模採掘・冶金企業は埋蔵量および生産において独占的地位を有している。 

 

 JSC ArcelorMittal Temirtau は鉄鋼生産における独占業者である。生産能力は鋼鉄550万 t、圧

延品390万 t である。同社は冶金における一連のサイクルを有し、各種圧延鋼材の生産に特化して

いる。主な顧客は中国・ロシア・イラン・EU 企業である。 

 

JSC Kazchrom (ENRC Group) はクロム鉱石の貯蔵量および採掘量世界2位、フェロクロム生

産(合金鉄の生産量は年間100万 t に上る)世界3位の企業である。JSC Donskoy GOK (クロム鉱石

の採掘と富化)および Aktyubinsk and Aksusky (旧 Ermakovsky)の合金鉄工場(クロム系・マンガ

ン系・シリコン系合金鉄の生産)がその傘下に入っている。合金鉄からクロム鉱石、クロム金属に

わたる製品を生産している。国内市場における合金鉄需要はわずかであるため、製品の90％は輸

出用である(米国、欧州、東南アジア諸国)。フェロクロム販売量は90万 t を超えている(同社売上

全体の72％)。販売量が2番目に多いのはクロム鉱石(12％)である。問題となっているのは、同社に

よる鉱石採掘(350万 t)の今後の貯蔵で、Poiskovy 露天掘り鉱山の枯渇と採掘の地下移転に関わる
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問題である。 

 

 カザフスタンの精銅生産能力は 4 社が担っており、 Kazakhmys の一部門である

Zhezkazgantsvetmet および Balkhashtsvetmet もその一部を担っている。同社は生産の大部分

を近代化した結果、年間40万 t の銅を生産でき、その大部分を輸出している(世界の銅市場におけ

るシェアは2.7％である)。2007年、同社の生産量はカザフスタンの銅精鉱全体の85.5％、精銅全体

の約90％に相当する。 

 精銅の一部は JSC Kazzinc の Ust-Kamenogorsk 鉛・亜鉛複合施設で生産されている。 

 Open Companies "Casting" (Almaty)は二次原料から精銅を生産する能力を有しており、銅2万 t

を生産している。 

 また、精銅生産の新施設が建設中である。Kazzinc は Ust Kamenogorsk で年間7万 t の電解銅

を生産する銅溶解施設を建設している。同銅工場は年間28万5,000t の銅原料、22万 t の銅精鉱を

加工する計画で、余剰能力で Kazzinc 社の技術的製品の加工を行う予定である。 

 

 金属亜鉛の生産は3か所の工場で行われており、そのうち2か所(Ust-Kamenogorsky and 

Riddersky)はKazzincに属し、残り1か所(Balkhash)はKazakhmysに属する工場である。Kazzinc’

はカザフスタンの金属亜鉛生産高の約87％(2007年)を占めている。 

 また、JSC Yuzhpolymetal は(Shymkent で)鉛工場の廃棄物から亜鉛生産を行っており、年間  

3万 t の亜鉛生産能力を有している。 

 Shalkia Zinc 社が年間10万 t の亜鉛生産能力を持つ工場の建設計画を発表すると見られている

が、実現時期は明らかになっていない。 

 

 JSC Aluminium of Kazakhstan は年間25万 t のアルミニウム生産能力高を有する工場を建設す

る。6万 t のアルミ新地金を生産する能力を持つ第1複合施設が2007年12月に操業を開始した。カ

ザフスタンでは、アルミ新地金およびその製品の需要は6万 t から8万 t とわずかであり、アルミ

を大量に消費する産業は存在しない。 

また、Russian aluminium 社がカザフスタンにアルミおよびアルミナの工場を持つ電気冶金の

持ち株会社を設置する意欲を持っていると2007年に発表しているが、プロジェクトの今後は明ら

かになっていない。 

 

18-3-2 競争力を持つ強みは低コスト  

 インフラが存在しない状態で、発見された油田を投資家が探査しなければならなかった石油産

業とは対照的に、カザフスタンの採鉱・冶金業への投資は、90年代に既存の生産施設の民営化を

通じ、資本投資や地質調査などでコスト面の利益を受けていた。2008～2009年の世界金融危機と

金属価格下落が発生するまでは、カザフスタンの採鉱・冶金業は高い利益率と低コストを誇って

いた。 

 1990年代の景気低迷後、カザフスタンでは余剰能力があったため、電力料金が低目に留まり、

採鉱企業にとっての電力経費はそれほど高くなかった。しかし、発電インフラが旧式であったた

め、現代化を必要としており、新たな発電能力建設プロジェクトが進行しているため、電力消費

および料金が増加の傾向にある。 

低労働コスト 公式統計によると、2010年1月の平均月収は3万5,250KZT であった。 

 先進国と比較すると、カザフスタンの法規はこれまでずっと環境対策要件に対する管理が緩い
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状態にあったため、採鉱企業も環境対策技術や環境対策プロジェクトへの投資を節約していた。

しかし、現在、状況が変わり、環境問題への注目が集まっていることから、採鉱企業への圧力も

強まるであろう。 

 

18-3-3 資源の十分な潜在力  

 採鉱企業は安定した埋蔵量と利用しやすい埋蔵量に対して相当の持分を有しており、難しい露

天掘り技術の応用の必要も少なく、したがってそのコストも低くて済む。  

 

18-3-4 買い手との長期契約 

 採鉱企業は鉱石・金属販売の長期契約を締結することによって、自社製品の販売の安定化を図

っている。 

 

18-3-5 垂直的・水平的多角化  

 各社はリスク低減のため運営を多角化しているが、多角化のレベルはそれぞれ異なっている。

単独製品に依存している他社(Kazakhmys, KazakhGold など)に比べ、ENRC は多角化が進んでい

る。ENRC は合金鉄生産や鉄鉱石採掘、酸化アルミニウムおよびアルミニウム生産を含む各種の

生産活動を進めており、組織的にも発電や物流会社などが含まれている。 

 Kazakhmys は、 近、金採鉱、石油探査、発電などに参入しているが、まだ銅価格の変動リス

クに大きく左右される状態にある。 

 電力価格への依存から脱却するため、各社では発電への投資を進めている。特に Kazakhmys

では、15億 US$を投じ、Ekibastuzsky 第1発電所で石炭および近接の石炭鉱山の作業を行ってい

る。ENRC グループによる発電は国内発電所全体の16％に相当する。水平的多角化を持たない小

規模企業では、電力価格の高騰リスクにより大きく影響される状態にある。 

 

18-3-6 野心的投資計画 

 カザフスタンの採鉱・冶金企業は、(2005～2008年に増加した利益により)向上した財務的柔軟

性を利用して、新プロジェクト実現と既存の生産能力近代化を含む大規模投資計画により事業強

化を進めている。この傾向は大規模な持ち株会社でも小規模企業でも同様に見られる。ここで特

筆すべきは、約9億 US$を投じた ENRC によるカザフスタン初のアルミ溶解炉建設プロジェクト

および Kazakhmys と ArcellorMittal Temirtau による金属生産能力拡張プロジェクトなどである。

これらのプロジェクトは、採鉱業界における加工レベルの向上という国の政策にも適応したもの

であり、国の支援が保証されているいわゆる「画期的」プロジェクトのリストにも含まれている。

ただし、金融危機により延引されているプロジェクトもいくつか見られる。 

 

18-3-7 M&A 

 カザフスタンの採鉱・冶金業界で M&A(吸収合併)の動きが進んでいる。小規模企業は、鉱物の

可採埋蔵量の開発のため、技術や機器および経験を必要とし、財源も欠いている。したがって、

戦略的な外国投資家による資産買収が鉱業発展において伝統的に重要な役割を担ってきた。

ENRCやKazakhmysなどのカザフスタンの大規模採鉱企業もやはり海外で資産を買収している。 

 Kazakhmys は、カザフスタンにおける資産買収および後には海外の資産買収を通じ、特に金・

銀・石油などのその他原料生産による多角化を図っている。 

 ロシア企業や多国籍企業によるカザフスタン内の成長が見込まれる小規模資産買収の動きは継
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続しており、これにより資源ベースとしての自社の地位強化や事業多角化を目指している。 

 

カザフスタン鉱業における代表的な M&A 

企業名  
シェア

％ 
買収者 

買収者の 

国別 

推定額、

単位：百

万 US$ 

2007年      

ENRC  18,8 Kazakhmys カザフスタン 810 

Eurasia Gold  100 Kazakhmys カザフスタン 260 

2008～2009年      

Oriel 

Resources 

英国企業、カザフスタン

のクロム・ニッケル鉱床

100 ОАО Mechel ロシア 1500 

Westinghouse  10 Kazatomprom カザフスタン 500 

Bahia Minerals 

BV  

ブラジルにおける鉄鉱石

探査 

50 ENRC カザフスタン  

Xinjiang Tuoli 

Taihang 

Ferroalloy 

Company 

(China) 

  ENRC   

Balazhal 

deposit 

カザフスタンにおける金

探査 

100 Severstal 

Group 

ロシア 26,6 

KazakhGold  50,1 Polus Zoloto ロシア 265,4 

Gold deposit 

Varvarinskoe 

鉱 床 所 有 企 業 Orsu 

Metals 

 Polymetal ロシア 270 

АО Shubarkul 

Komyr 

カザフスタンの石炭生産

企業 

25 ENRC カザフスタン 200 

АО 

KazTyumen 

カザフスタンの鉛加工工

場 

100 Kazzinc カザフスタン  

CAMEC アフリカの英国企業、

銅・コバルト生産 

91,65 ENRC  955 

 

 カザフスタンは鉱業における国の存在感を強化する意思と準備があることをすでに示してい

る。特に、国営企業 Kazatomprom は、国際的企業として、核燃料の採掘・富化・生産から原子

炉建設にいたる原子力エネルギーサイクルの各ステージに参与する意思を示している。この規模

の戦略を実現するため、Kazatomprom 社では、フランスの AREVA、カナダの Cameco Group

など外国企業をパートナーとして合弁企業を設立し、5億 US$を投じて米国の Westinghouse 社

の株式10％を取得した。 

 国営企業 JSC "Investigation Extraction KazMunaiGas" (KMG)は、国を通じて外国企業の資産

を取得した。鉱業では、カザフスタンは Kazakhmys と ENRC に持ち株を取得している。国営採

鉱企業の設立も既に始まった。 

 



－192－ 

 ロシアの鋼鉄メーカーMechel は、2008年4月に15億 US$を投じ、英国の Oriel Resources (クロ

ム埋蔵量1950万 t の Voskhod 鉱床とニッケル埋蔵量2140万 t の Shevchenko 鉱床の所有者)を買

収した。Mechel は2013年までにカザフスタンで年間生産能力25万 t のフェロクロム生産工場と年

間生産能力2万 t のフェロニッケルを生産する工場を建設する予定であり、このカザフスタンプロ

ジェクトに投じる投資総額は13億5,000万 US$になり得る。同社はもう1か所、フェロニッケル製

造工場をカザフスタンとの国境に近いロシアの Orenburg 地域に建設する予定である。また、同

社はカザフスタンのマンガン鉱石鉱床探査の計画も考慮している。 

 

世界金融危機 

 金属と石油の価格下落がカザフスタンの原料セクター企業の利益の急激な減少を招いた。

2009年上半期の ENRC の純利益は、2008年の13億6,600万 US$から58.9％減の5億6,200万 US$に

減少した。Kazakhmys の同期の純利益も42％減の16億4,800万 US$であった。危機における戦

略は各社ともほぼ同様で、生産コスト低減、生産の 適化、高コストまたは低品位の鉱山閉山

や内部物流の見直しなどが行われたが、Kazakhmys では Kushmurun や Akbastau からの鉱石

運搬を取り止め、選鉱施設建設で輸送費削減を図った。その結果、Kazakhmys は2009年、2億

US$のコスト削減と2億5,000万 US$の資本支出削減を予定している。ENRC と Kazakhmys の

2社は国からの支援も受けている。 

出典: Expert-Kazakhstan のデータ 

 

18-3-8 政府との強い連携 

国民福祉基金"Samruk-Kazyna" が Kazakhmys の14.99％、ENRC の11.65％を所有しており、

資源企業による事業の成功は明らかに国益にもつながっている。 2009年 10月 12日、

Samruk-Kazyna 高責任者 K.Kelimbetov は、Kazakhmys と ENRC に財政支援を行う用意があ

ることを明らかにした。ENRC は Pavlodar にアルミ工場建設第2段階を進めており、Kazakhmys

は Pavlodar 地域に Bozshagolsky 銅複合施設を建設している。 

 

国は採鉱企業に対して雇用安定を要求している。その代償に、政府は冶金業を支援しており、

2009年2月にはアルミの輸出関税を撤廃している(2008年10月に15％、金属1t 当たり 低100€ユー

ロの税率が導入されていた)。鉄ペレットは 重要生産物ではないと認識されており、各社に投資

優遇措置利用の機会が与えられている。また、当局は採鉱・冶金企業協会からの長年の要請を受

け入れ、石炭価格に対する規制を延期し、将来、適切な時期に発動することとした。 

 

18-3-9 画期的投資プロジェクト 

採鉱・冶金企業協会 Nikolay Radostovets 会長によると、Nazarbaev 大統領による強制的産業

発展という目標(冶金業の生産量と輸出量を2015年までに倍増する計画)を実現するために、生産

開発と原料依存削減のためのプロジェクト11項目が指示されている(情報筋によっては、プロジェ

クト数は19項目であったり、総額16億 KZT で1万1,000か所の職場を創出する26項目プロジェクト

であったりする )。これらは国家経済現代化委員会によって承認されており、map of 

industrialization にも含まれている。 

たびたび報道されているプロジェクトについては次のとおりである。 

・ JSC "Kazzinc" – 年間7万 t の銅陰極を生産する銅溶解炉と電解工場の建設、プロジェク

トコスト2億7,000万 US$。 
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・ The JSC «Aluminium of Kazakhstan» (ENRC Group) は Pavlodar で25万 t のアルミ新地

金と13万6,000t のアノードを生産する能力を有する電解工場の建設を行う。プロジェクト

コスト8億5,000万 US$。 

・ АМТ は各種生産を増加させ、鋼鉄生産能力を10百万 t/年まで倍増する Temirtau 複合

施設の近代化への投資可能性を検討する。  

・ Kazakhmys は原料ベースの加工能力開発に投資する。Kazakhmys にとって将来的に必

要な鉱物は、銅鉱石を採掘・加工する Aktogajsky and Bozshakolsky mountain 精鉱複合

施設が建設される予定である Aktogai と Bozshagol にある 大の銅鉱床を開発すること

で賄われる予定である。  

・ チタンインゴットおよびチタン合金を製造する JSC Ust-Kamenogorsky チタン・マグネ

シウム複合施設が建設される。同工場は、チタン合金から年間1万2,000t のインゴットと

年間4,000t の工業的クリーン度のチタンインゴットを生産する予定である。 

・ クロム鉱石(Voskhod 鉱床)の富化。 

・ East Kazakhstan 地域の Ulbinsky Metallurgical Works におけるタンタルコンデンサの粉

末放出(運転開始)。 

・ Development Bank of Kazakhstan から5,000万 US$の与信枠で支援を受けている

Tarazsky 金属工場を中心に行うフェロマンガン生産の拡張と近代化。 

・ GMK Shalkia Zinc は金属工場の建設で亜鉛の精鉱を拡張する計画である(金融危機のた

め延引)。 

・ JSC SSGPO – 金属グレード97％のブリケット・ペレットを製造する工場建設。 

・ Kazakhstan Nickel および Oriel Resources は Kostanaj 地域の Shevchenkovsky 鉱床で

採鉱・冶金複合施設の建設第一段階を開始する準備ができている(金融危機のため延引)。 

 

18-3-10 リスクと弱点 

 製品構造において低付加価値の製品の割合が高く、基本的に標準化された(鉄鉱石、亜鉛精鉱、

富化されていないウラン)製品が生産されている。こうした状況も、カザフスタンの採鉱・冶金企

業が製品に定価を確立する可能性に制限を設けてしまっている。また、その他に考慮すべき要素

として、1990年代において新たな技術や機器に十分な投資を行ってこなかったことがあり、これ

は各社が今後補っていかなければならない要素である。上記2点をカバーするため、国が採鉱企業

各社に対し、国家経済発展に貢献するよう圧力をかけざるを得なくなっている。 

 

 カザフスタンの採鉱・冶金企業は、ロシアと中国という二大市場とつながっている。カザフス

タン経済は、常態的にロシア経済と緊密な関連性を持っているが、それはカザフスタンが伝統的

にロシア産業界の顧客に原料の大部分を提供していたからである。また、カザフスタンのインフ

ラ(鉄道、発電システム、天然ガスパイプライン)はすべて旧ソ連のシステムに属していることか

ら、カザフスタン企業にとってもロシアに対して原料を輸送することがどの国へ輸送するよりも、

特にカザフスタン国内の他の地域へ輸送するよりも容易であることも理由である。 

 

 中国は採鉱企業にとって重要な市場である。中国はカザフスタンと国境を接しており、両国間

に鉄道が通じているが、インフラ不足や両国の領土が広大であること、中国の産業が基本的に東

部に集中していることなどが、輸送コストをかなり押し上げている。中国は、近年の石油パイプ

ライン建設など石油とウランを中心としたカザフスタン原料産業の開拓により力を入れるように
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なってきている。 

 

 特定の市場と大口顧客(例えば ENRC にとってのロシア鋼鉄メーカーなど)に依存していること

から、地理的にも製品の種類的にも多様化が提唱されている。 

 

 カザフスタンは海港へのアクセスが十分でないことから、カザフスタン企業による顧客への納

品はそのほとんどが陸運しかないのが現状である。カザフスタンでは、全貨物の68％および採鉱・

冶金産業の製品のほとんどが鉄道により輸送されている。輸送距離が長いこと、および国内の輸

送料金を低く抑えるため、輸出用の輸送料金を高く設定している鉄道料金体系の2点が原因となっ

て、輸送コストが大きく押し上げられている。その上、鉄道運輸インフラとカザフスタンの車両

は劣化が顕著で、相当額の資本投資を必要としている。ENRC や "Bogatyr Akses Komir"などの

生産業者では、特定のリスクを低減するため自社の貨車1台分の貨物用地を維持している。 

 

18-4 カザフスタン鉱業の主要企業 

18-4-1 Kazahmys  

http://www.kazakhmys.com/ 

英国所在地: Kazakhmys PLC, 6 F, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL; Tel: 

+44 (0) 207 901 7800 

カザフスタン所在地: 69-A, Samal-2, Almaty, 050059, Tel: +7 727 266 3317 

 

Kazakhmys PLC は英国上場企業で、主にカザフスタンとその周辺地域で操業している。銅生産

を主な事業としており、大手銅生産者の1社である。Kazakhmys は鉱石採掘から金属完成品の生

産までを手掛け、垂直的に事業を統合している。銅部門は、亜鉛・銀・金などを含む副産物とし

て他の金属も相当量を生産している。 

 

 Kazakhmys は2007年に新たに Kazakhmys Petroleum、Kazakhmys Gold、Kazakhmys Power

の3部門を設けた。また、2004年にはドイツに拠点を置く MKM を買収し、完全子会社としてい

る。MKM は銅および銅合金の半製品・半完成品を幅広く生産している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: Kazakhmys. 

 

 銅部門は、地下鉱山14か所、露天掘り鉱山6か所、計20か所の鉱山から構成されている。これ
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らの鉱山の鉱物埋蔵量および鉱物資源は、Kazakhmys によると少なくとも今後20年間に計画され

ている生産量に十分対応可能であるという。採掘された鉱石は選鉱施設10か所と2基の製錬炉で加

工される。銅部門は Zhezkazgan 複合施設、Balkhash 複合施設、Karaganda 地域、East 地域の4

か所で操業しており、相当量の亜鉛・銀・金も生産している。銅部門は製錬能力に余剰があり、

精銅を購入して生産量を増やしている。 

 

 同社の2008年の採鉱量は、鉱石3,560万 t、平均品位1.26％であった。 

 製錬工程は、(Zhezkazgan では)電気製錬炉や(Balkhash では)自溶製錬炉を使用し、銅の精鉱を

行っている。銅カソードは電解によって生産される。Zhezkazgan では、主に中国市場から受注

し、販売される銅棒の生産施設も有している。 

 金および銀のスライムと亜鉛精鉱は、精鉱の第二段階で副産物として発生し、他グループの施

設を使用して精製される。亜鉛産出量の大部分が亜鉛精鉱として販売される。 

原料および製品の多くは鉄道で輸送される。同グループは、グループ内のサイト同士の物資輸

送用に約1,100km にものぼる鉄道インフラを有しており、カザフスタンの主要国有幹線鉄道に接

続している。また、同グループは機関車100台と貨車1,500台を所有している。Zhezkazgan や

Balkhash の複合施設から運ばれる銅および金属亜鉛は、主に中国の Alashankou またはロシアの

Novorossiysk や St Petersburg に輸送される。 

 

Zhezkazgan 複合施設では、採掘・鉱物加工・製錬・精製作業を行っている。2008年の Zhezkazgan

生産高は、グループ全体により採掘された鉱石産出量の68％、グループ全体の陰極生産量の48％

を占めた。Zhezkazgan 複合施設は次の施設から構成されている。 

• 地下鉱山– South、Stepnoy、East、West、Annensky、Zhomart (旧 Zhaman-Aybat);  

• 露天掘り鉱山 – North 

• 鉱物加工施設 – 採掘された鉱石から精銅を生産する Zhezkazgan 1・2号選鉱施設および

Satpaev 選鉱施設 

• 製錬・精鉱施設 - 銅陰極と、銀粒の回収用に Balkhash に輸送される銀のスライムの生

産 

• 銅棒の連続鋳造工場 

 

Balkhash 複合施設 では採掘・鉱物加工・製錬・精鉱作業を行っている。Balkhash 複合施設で

加工される精鉱は、主に Balkhash 近郊の鉱山と Ust-Kamenogorsk 市近辺 East Region の鉱山の

2か所によるものである。銅陰極、金属亜鉛、純金、銀粒が主な製品である。Balkhash 複合施設

は次の施設から構成されている。 

• 地下鉱山 - Shatyrkul 、Sayak I & III 

• 露天掘り鉱山 – Kounrad 

• 選鉱施設 

• 銅製錬・精鉱施設 

• 亜鉛湿式冶金工場 

• 貴金属精錬所 

• 発電所 

 

East Region は Ust-Kamenogorsk 市周辺を中心としている。 
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銅・亜鉛の精鉱を主に生産している。East Region は次の施設から構成されている。 

• 地下鉱山 – Artemyevsky、Orlovsky、Belousovsky、Irtyshsky、Yubileyno-Snegirikhinsky、 

Nikolayevsky; 

• 選鉱施設4か所 – Orlovsky, Belousovsky, Irtyshsky and Nikolayevsky. 

 

Karaganda region は銅・亜鉛の精鉱を生産している。次の施設を有する。 

• 露天掘り鉱山– Abyz、Kosmurun、Akbastau、Nurkazgan 

• Karagaily 選鉱施設 

• Nurkazgan 選鉱施設 

• 発電所 

• 石炭鉱山2か所 

 

金部門 

 同グループは2007年7月に Eurasia Gold を買収し、Kazakhmys Gold と改名した。同部門はカ

ザフスタンに Mizek および Central Mukur の2か所の作業可能な露天掘り鉱山を有しており、金

カソードの形式で産出されている。2008年の生産高は55.6 ktroz であった(2007年は52 ktroz)。 

 Kazakhmys Gold 社では、(Kyrgyzstan の)Mizek および Bozymchak の金・硫化銅鉱床と

(Tajikistan の)Akjilga 硫化銀鉱床という3大プロジェクトが進行中である。2008年12月31日現在

の金の確定埋蔵量・推定埋蔵量は全体で2,360万 oz であった。金・銅・銀の確定埋蔵量・推定埋

蔵量全体を金に換算すると4,020万 oz であった。 

 Mizek 鉱床はカザフスタン東北部に位置し、Semey の南西約340km の地点にある。採掘は2010

～2011年に予定されている。硫化鉱の開発のため、鉱石を現場で選鉱するための選鉱設備を伴う

露天掘り鉱山と地下鉱山が新たに必要となる。 

 

全金属を扱うマーケティング部門はロンドンに配置されている。 

 カザフスタンは中国に近接しており、欧州や中東と接続した良好なインフラが、黒海やバルト

海の港湾経由で中国・欧州・中東の市場へのアクセスを容易にしている。銅の約80％は、年間供

給契約に基づき交渉で決定された量が納品時の市場価格に対する価格プレミアムを上乗せして販

売されている。その他はスポット市場で年間を通じて販売されている。 

2008年は、銅陰極の約60％が欧州に販売され、中でも地中海市場の成長が継続した。残りは中

国向けで、エンドユーザーとの直接のやりとりが深まっている。銅棒生産は主に中国と CIS 諸国

向けに行われている。 

 亜鉛は精鉱の形で国内顧客に販売されたが、一部は金属完成品として黒海・バルト海の港湾を

利用して国際商社経由で販売された。金・銀は、年間契約で販売され、Almaty 空港からの航空

便で納品されている。銀粒は欧州のエンドユーザーおよび海外の銀行・商社向けに販売されてい

る。金地金は海外の銀行・商社向けに販売されている。レニウムは、過レニウム酸アンモニウム

として航空便またはオランダの独立倉庫施設から出荷されている。 

 

主要生産・販売データ 

Kazakhmys 銅生産 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

採掘された鉱石 (kt) 35 376 39 446 39 240 33 967 35 675

採掘された鉱石中の含銅率(％) 1,30 1,03 1,17 1,22 1,26
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銅陰極相当の生産量 (kt)1   

自社製精鉱からの生産量 405 339 368 341 343

Kazakhmys 全体の 銅陰極相当生産量

(委託生産方式を除く) (kt) 408 387 405 380 381

Kazakhmys 全体の銅陰極生産量(委

託生産方式を含む) (kt) 428 397 407 381 381

Kazakhmys 全体の銅陰極相当および

銅棒の販売量 (kt) 414 370 368 386 388

Kazakhmys 金生産量および販売量 2004 2005 2006 2007 2 2008

鉱石採掘 (kt) 1 206 2 014

金鉱石品位 (g/t) 1,52 1,50

金メッキ生産量 (koz) 32,5 55,7

金メッキ販売量 (kz) 34,1 55,2

1  I 精鉱として販売された銅を含む。  

出典: Kazakhmys. 

 

Kazakhmys 所有者: Vladimir Kim (45.76％), Oleg Novachuk (6.53％).  

Kazakhmys は FNB Samryk-Kazyna の14.99％を保有している。 

Kazakhmys は2008年にロシア企業 Metalinvest (所有者 Alisher Usmanov)と合併の可能性につ

いて交渉したと報道されている。 

 

 金融危機に対応し、Kazakhmys は pre-FS 段階にあった投資プロジェクトを2009年に打ち切っ

ている。Kazakhmys は、2010年、Bozshagol と Aktogai の2か所の銅鉱床開発 (5年間で40億

US$を投じ、それぞれ2800万 t と2200万 t の鉱石を生産する計画) を含むプロジェクトへの投資

を開始する予定である。 

 同社はまた、Belaz (Belarus)と提携した鉱山用ダンプトラック生産に3,500万 US$を投資する予

定である。 

 2009年12月、Kazakhmys は27億 US$の融資について China Development Bank および NWF 

Samryk-Kazyna と合意に達したと発表したが、その内訳は21億 US$が Bozshagol 鉱床・

Bozymchak 鉱床の開発、2億 US$が Karaganda 地域にある採掘中の複数の鉱床への融資に充て

られ、残り4億 US$は同グループのその他プロジェクトについて3年間で分配されるという。 

  

18-4-2 Kazzinc Ltd. 

所在地: 1, Promyshlennaya Street 070002 Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan  

http://www.kazzinc.com   e-mail: uk_office@kazzinc.com  tel. +7 (7232) 291001 fax. +7 

(7232) 291355 

 

Kazzinc は、銅・貴金属・鉛を生産する大手亜鉛統合生産メーカーである。操業はすべてカザフ

スタン国内で行われており、主に East-Kazakhstan 地域がその中心である。従業員は約2万名で、

採鉱・選鉱・冶金・発電・機械生産に従事している。同社の生産能力増強と生産量拡張に顕著な

成果を収めている。 
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1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
(t) 155,398 173,192 222,344 229,590 245,175 259,285 268,886
鉛 (t) 54,802 71,589 80,548 112,045 133,340 107,078 101,104
銅 (t) 22,773 29,637 30,811 30,721 38,724 59,266 65,136
金 (oz) 75,559 151,136 161,857 173,062 201,419 199,900 183,324
(oz) 1,109,138 2,777,916 5,417,789 7,388,325 11,007,281 9,174,478 5,644,423

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
(t) 276,790 279,480 287,108 289,093 294,384 299,443
鉛 (t) 88,329 98,747 88,595 85,840 90,689 90,240
銅 (t) 70,696 66,802 67,923 74,052 66,389 56,698
金 (oz) 204,327 208,398 164,435 122,063 124,486 135,751
(oz) 6,278,399 4,876,072 5,377,761 3,887,875 3,627,300 3,418,198  

Source: Kazzinc. 

 

同社は、東カザフ

スタンの主要非鉄金

属企業3社

"Ust-Kamenogorsk 

Lead and Zinc 

Combinate", 

"Leninogorsk 

Polymetallic 

Combinate", 

"Zyrianovsk Lead 

Combinate"の合併

により1997年に設立

された。3社ともカザ

フスタン政府が大株

主であったが、

Bukhtarma HPS も

一部を所有してい

た。  

 Kazzinc の支配株

式は国から民間部門

へ売却され、スイス

の Glencore 
International AG が

同社の大株主となっ

た(Glencore が

Kazzinc の株式97％

を保有しているとす

る報道もある)。 

出典: Kazzinc. 

 

採鉱・冶金事業 

 

Zyryanovsk town 

Maleevsky 鉱山は初期生産率が鉱石150万 tのKazzinc 大規模の地下鉱山である。鉱山は2001

年末以前に拡大されており、生産量は225万 t まで増強されている。鉱石の平均品位は、Zn 7.5％, 

Cu 2.3％, Pb 1.3％, Au 0.75 g/mt, Ag 75 g/mt であり、確認埋蔵量は現在の生産率で今後も18年

金属亜鉛、単位：t 

鉛精鉱、単位：t 

市場性のある銅製品、

製錬された金（貴金属

製錬所での委託生産方

生産 

製錬された銀（貴金属

製錬所での委託生産方

式を除く）鉛精鉱、単

位：toz 
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生産を継続するのに十分な量である。 

同鉱山の生産量は、Kazzinc 社の亜鉛・銅の精鉱生産全体の大部分に相当する。亜鉛に関して

は Ust-Kamenogorsk 亜鉛工場の製錬炉への供給量全部をまかない、銅に関しては同社の精銅生

産量の85％を占めている。Maleevsky 鉱山は Zyrianovsk の東18km の地点に位置している。 

Zyrianovsk 選鉱施設は、Zyrianovsk の東側郊外に位置し、主に Maleevsky 鉱山の鉱石を処理

している。尾鉱は水圧ポンプで市街地から5km 地点にある尾鉱ダムに送られ、亜鉛・銅・鉛・金

の精鉱は Ust-Kamenogorsk 亜鉛・鉛工場および社外の銅製錬炉にバルク輸送されている。 

 

Ridder town 

Tishinsky 鉱山は Ridder の南15km の地点に位置し、Ust-Kamenogorsk – Ridder 路に面して

いる。地下鉱山で、平均品位：Zn 5.3％、Cu & Pb 1％を含む多金属鉱石を140万 t 生産している。

確認埋蔵量および推定埋蔵量は、現在の生産率で今後20年生産を継続するのに十分な量である。 

Ridder-Sokolny 金鉱山は、Ridder 郊外に位置し、市街地中心部から約3km の地点で、選鉱施

設に隣接している。同鉱山は年間200万 t の平均金含有量4 g/mt の鉱石を生産している。確認埋

蔵量は現在の生産率で今後20年生産を継続するのに十分な量であるが、 近の地質調査で鉱体が

実際にはさらに大きい可能性があることが示唆されている。 

Shubinsky 鉱山は、年間19万 t の鉱石を産出する小規模地下鉱山である。平均品位は、Cu 1.85％、

Zn 1.69％、Pb 0.31％、Au 0.41 g/mt、Ag 19.49 g/mt である。鉱山は Ridder 選鉱施設から15km

の地点に位置し、確認埋蔵量は約150万 t である。 

Tishinsky 鉱山、Ridder-Sokolny 鉱山、Shubinsky 鉱山から産出される全鉱石および含金尾鉱

は、Ridder 選鉱施設の区別されたセクションで処理される。亜鉛精鉱は Ridder 製錬所で処理さ

れる。精銅は第三者に販売されるが、鉛と金の精鉱は高温冶金処理のため Ust-Kamenogorsk 鉛

製錬炉に輸送される。尾鉱は水圧ポンプで市街地から4km 地点にある Talovskoe 尾鉱ダムに送ら

れ、排水は選鉱施設に再循環されている。 

Ridder 冶金複合施設は電気亜鉛を生産している。同施設は年間11万 t の高質の金属亜鉛・亜鉛

合金を生産している。 

 

Ust-Kamenogorsk town 

Ust-Kamenogorsk 冶金複合施設は、亜鉛製錬所、鉛製錬炉、貴金属製錬所から構成されてい

る。Ust-Kamenogorsk の町の境界線近くに位置する Kazzinc 本部内にあり、3工場がインフラを

共有している。 

亜鉛製錬所は本来、1960年代に閉鎖された旧亜鉛製錬所の増築分として建設されたものである

が、徐々に年間19万 t の金属亜鉛・亜鉛合金を生産するまでに拡張されている。製錬所は、

Zyrianovsk に位置する Kazzinc 社の Maleevsky 鉱山から供給され、亜鉛を53.5％含有する硫化亜

鉛精鉱を処理している。 

鉛製錬炉は、年間18万 t の LME 等級の精錬鉛("YKCUK"ブランド)、7000t の粗銅と少量のセレ

ン、インジウム、テルル、タリウム、水銀、アンチモン酸ソーダを生産している、 

貴金属製錬所は、年間約7t の金と約350t の銀を産出している。いずれもロンドン地金市場協会

のロンドン金市場受渡適合品(別名 グッドデリバリー)ブランド("Deer"ブランド)である。 

銅製錬炉および電解工場の建設は、総額4億7,200万 US$を投じて Ust-Kamenogorsk で開始さ

れた。年間7万 t の銅陰極を生産できる生産能力が計画されている。 
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Lissakovsk town 

Kazzinc は2004年に Kazakhstanの Kostanai 地域にある"Shaimerden"鉱床の採掘権を獲得した。

Shaimerden の確認埋蔵量は、平均品位 Zn 21％の亜鉛910,000t である。鉱体が酸化物であり、そ

れほど精鉱工程に適したものでないため、Kazzinc では鉱石を Ridder 冶金複合施設の Waelz キル

ンで直接処理している。Shaimerden 鉱床から産出される年間 大6万 t の金属亜鉛を処理するに

は、Waelz 能力の30％拡張が必要になる。 

Bukhtarma 発電所は Serebryansk 市街地から Irtysh 川の5km 上流にある水力発電所で、9基の

タービン発電機で750 MW の発電容量を有している。同発電所は、Kazzinc が有する長期特権の

ため、カザフスタンの国内電力網に組み込まれており、供給を調節するための 大の発電事業者

として利用されている。Bukthtarma では年間26億 kWh の電力を発電しており、内部に発電所

を有している Tekeli をのぞく同社の社内電気需要を完全に満たしている。 

 

Kazzinc は、エネルギー・鉱業資源省から Kostanai and Eastern Kazakhstan 地域の探査権・

鉱業権を落札した。入札の結果、Kazzinc は Sakharovsko-Adaevsky (734.4 km²) および

Kostanai 地域 Karabaitalsky 区において非鉄金属および貴金属を探査する契約を締結する予定

で あ る 。 Eastern Kazakhstan 地 域 の 非 鉄 金 属 お よ び primary gold 探 査 は

Butachikhinsko-Kedrovsky 区(700km²)で行われる予定であるが、探査権・鉱業権は Chekmar

多金属鉱床(6.9km²)でも認可を受けている。  

出典: (2009年11月19日 www.kazzinc.com における報告) 

 

子会社 Kazzinc-Trans は Kazzinc の核心事業に対して自動車輸送サービスを提供している。同

社は、鉱石および精鉱などの輸送用と工場内および都市間の旅客輸送用に669編成の車両を所有し

ている。同社は、鉄道線路、貨物ターミナル、東カザフスタンの3つの町に全車両を配置している

(物流事業者 - Kazzinc-TemirTrans)。現在、鉄道117km、機関車29両、鉄道タンク車・無蓋貨車

1,026両からなる資産を所有しており、開発を継続している。 

 

18-4-3 Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) 

 

所在地:16 St James's Street London SW1A 1ER United Kingdom 

Tel: +44 (0) 20 7389 1440 Fax: +44 (0) 20 7389 1441; http://www.enrc.com/   

 

ENRC は、採鉱・加工・エネルギー・運輸事業を統合した多角的天然資源企業グループで、年

間収益は68億US$超、2008年の資本支出は約13億US$に上り、従業員65,000名以上を擁している。  

また、Kazchrome、Aluminium of Kazakhstan、Kazakhstan Electrolysis Plant、Zhairemsku 

Concentrator、Sokolovsko-Sarbaisky mining-concentrating production enterprise、Euroasian 

Energy Corporation などの大手メーカーやカザフスタン・ロシアおよびその他諸国においても連

結総資産を所有している。 

 

合金鉄部門は、クロム含有ベースでは世界 大のフェロクロムメーカーである。同部門を構成

するのは、Donskoy Unit、Aktobe 工場、Aksu 工場、KazMarganets Unit を含む Kazchrome

と Zhairem Unit および Serov グループである。合金鉄部門は、クロムやマンガンの精鉱のほか、

高炭素フェロクロム（低リンのフェロクロムなどの特別な等級を含む）、中炭素および低炭素のフェ
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ロクロムや、フェロシリコクロム・フェロシリコマンガン・フェロシリコンを含むその他合金を

販売している。 

同部門は垂直的に統合されており、カザフスタン北西部のクロム鉱山と中央カザフスタンのマ

ンガン鉱山を所有・操業しており、Aksu 工場および Aktobe 工場では鉱石から合金鉄への加工を

行っている。ENRC は、2008年4月、Serov を買収した。Serov は、ロシア東部に Serov フェロ

クロム工場、Saranovskaya Mine Rudnaya、Serov 金属選鉱施設を有し、高・中・低炭素のフェ

ロクロムを含む各種合金鉄を生産している。 

同グループは2008年上半期、中国の合金鉄メーカーである Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy 

Co. Ltd ('Tuoli')の株式の50％を取得する意図があると発表した。 

ENRC'の合金鉄部門は、主に鋼鉄メーカーに合金鉄を販売しており、クロム鉱石とマンガン鉱

石は社外の合金鉄メーカーや化学産業企業に販売している。 

 

鉄鉱石部門は、鉄鉱石輸出量で世界的にも重要な位置を占めている。 

同部門の事業会社である SSGPO は、カザフスタンでも 大規模の企業のうちの1社であり、従

業員約18,000名を擁している。SSGPO は、鉄鉱石を生産する採鉱事業を中心とし、石灰石・苦灰

石・ベントナイト粘土を生産する採鉱事業も行っているほか、鉄鉱石加工工場、同部門のエネル

ギー需要の大部分を満たす発電所から構成されている。各事業は Rudni の町を中心に行われてお

り、Kostanai 市から南西45km の地点に鉄鉱石事業を支える形で配置されている。2008年5月、同

グループはブラジルの鉄鉱石鉱床開発に関わっている Bahia Mineracao Limitada ('BML')の株式

の50％取得を完了した。ENRC 鉄鉱石部門が生産する鉄鉱石精鉱および鉄鉱石ペレットを主に鋼

鉄メーカーに販売している。 

 

 

Source: ENRC. 

酸化アルミニウム・アルミ部

門は、Aluminium of Kazakhstan 

(AoK)と Kazakhstan  

Aluminium Smelter (KAS)の2つ

の独立した事業単位から構成さ

れており、2つのボーキサイト採

鉱部門、石灰石鉱山、発電所、

酸化アルミニウム製錬所、アル

ミ製錬炉を統合した部門であ

る。2005年に ENRC は、Pavlodar

においてカザフスタン初の製錬

炉 Kazakhstan アルミ製錬炉の

建設を開始した。 

190ha 以上に広がる製錬炉複

合施設は、竣工すると、電解装

置2基、鋳造所1か所、陽極生産

施設1か所、製錬炉のその他補助

施設から構成される施設とな

る。 

 製錬炉の酸化アルミニウムを供給する酸化アルミニウム製錬所から10km 以内、製錬炉に電気

ENRC 本部

ENRC 物流
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を供給する発電所からは26km 以内に位置している。 

 建設のフェーズ1として、年間6万2,500t の初期生産容量が2007年12月に達成された。現在、製

錬炉の生産容量はアルミ新地金年間12万5,000t である。フェーズ2では、年間25万 t が2011年まで

に達成される予定である。酸化アルミニウム・アルミ部門は、現在、酸化アルミニウムと酸化ア

ルミニウムの副産物である石灰石・ガリウム・硫酸アルミニウム・耐火粘土を含む各種その他製

品を販売している。 

 

 

出典: ENRC. 

 

 エネルギー部門は、カザフスタンにおいて 大規模の電力供給者の1社であり、2008年は国内

発電量の約14.5％を供給した。同事業は、Eurasian Energy Corporation JSC (''EEC'')により運営

されており、同社は Vostochny 石炭鉱山と Aksu 発電所を所有している。エネルギー部門は社

外にも電力と石炭を供給している。同グループは2009年2月、カザフスタンの半成コークス・一般

炭主要メーカーである Shubarkol Komir JSC の株式の25％を取得したと発表した。 

 

ENRC 物流は、カザフスタン 大の貨物輸送企業・鉄道事業者である。 

物流部門の事業としては、貨物輸送、鉄道建設・運営、貨車・機関車の修理を三大核心事業と

している。また、カザフスタンと中国の国境において転送・再積込ターミナルを運営しており、

成長中の中国市場へのアクセスを同グループに提供している。ENRC 物流は次の企業から構成さ

れる統合型の構造を有している。 

. Transsystem - 中央アジア 大の運輸事業者  

. TransCom – 5,000編成以上の鉄道車両を運営する鉄道サービス企業 

. Universal Service - a transshipping complex at Dostyk における積換え複合施設および修理に

従事する企業 

多角的な収益 地域別の収益内訳

 

アジア太平洋

27％ 

総額：41億600万 US$ 

注：CIS は、カザフスタン、ロシアおよびその他 

旧ソ連諸国から成る。アジア太平洋は中国・韓国・

日本から成る。 

収
益
（
単
位:

百
万U

S
$

） 

合金鉄 

エネルギー 物流 

鉄鉱石 酸化アルミニウム・アルミ 

欧州・中東 

14％ 

その他の地域 

6％ 
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2009年12月、ENRC の A.Mashkevich 社長は、同グループが24億 US$に上る投資計画を継続す

ることを明らかにした。ENRC では、2014年までに Pavlodar 電解工場(アルミニウム)と Aktubinsk

の合金鉄工場第4作業場(ペレット年間70万 t)の建設を完了する予定である。また、ENRC は合金

生産量を2018年までに7％増やす予定である。 

 

 

ENRC 所有者(2009年8月現在):   

• Greenwood Nominees Limited (Kazakhmys Eurasia BV の株式) 26,00％  

• P.Shodiev 氏 4.59％  

• A.Ibragimov 氏 14.59％  

• A.Mashkevich 氏 14.59％  

• カザフスタン国家財産委員会 - 11.65％.  

 

以上 
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